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※  ミシガン・ステイトパークス・レクリエーション・パス 
（Michigan State Parks Recreation Passport ）

ステイトパークでのキャンプの際は、キャンピングサイトの 
料金以外に、車一台入場時にレクリエーションパスが必要とな
る。このパスは、年間パス、もしくは、一日入場券としてパーク
の入り口で購入可能（現金のため注意）であるが、ミシガン州
の住人は自動車のライセンス更新時（または新規登録時）に年
間パスを購入できる。（年間１2ドル - 2021年4月時点）ライ
センス・プレートに貼るタグ（四角いシール）に「P」の文字が記
載され、有効期限内（車のレジストレーションと同じ）は、どこ
のステイトパークに行っても入場可能となる。更新時以外の購
入には、手数料＄5がかかる。

• 非住人は、年間 $３４、または1日パス$１０　 
（2021年4月現在）

• メトロパーク（metropolitan parks）のパスとは別なので
要注意。

• 多くのパークが日中・エリア別でアルコールの所持飲酒を
禁止、または規制しています。ペットについても同様で、場
所によって異なるのでウェブサイトなどで要チェック。

　今年もまだ自由に動ける状況ではない中、それでも少し外に出て
新鮮な空気を吸い、体を動かしたいと思っている方も多いのではな
いでしょうか。現在、州立公園（ステイトパーク）やキャンプ場はオー
プン予定ですが（または営業中）、公共の場（バス・トイレ）でのマス
ク着用、トレイルやキャンプ場でも６ftの距離を取り、屋外でも他人
に近づく場合はマスクをする、公園遊具などは自己責任で利用者が
各自除菌を行い使用することとなっています。万全に対策をしてミシ
ガンの美しい夏をキャンプで健康的に過ごしてみませんか。

　今回は、ミシガン・キャンプ経験者に情報をご提供いただきまし
た。ぜひ、今夏のキャンプ計画の際には参考にしてみてください。 
　　　     （JNC)

ステイトパークのキャンプサイトは一泊約
25ドルから35ドルが目安。予約時にプラ
ス8ドル Processing feeと、キャンプ場
入口にてミシガン州のレクリエーションパ
ス（※）が必要となります。昨年や今年に
かけては新型コロナの影響もあり旅行に
制限がかかっているせいか、週末や祝日は
早いうちからキャンプ場が予約で埋まる傾
向にあるので、予定が決まったら早めに予
約する、平日を狙う、などが良いでしょう。 
 
　ミシガン州立公園パークウェブサイト　
　　　www.michigan.gov/dnr

Tip1:
キャンプ場を選ぶときのコツ：

他にもState Forest（シャワーなし、電気
なし、簡易トイレのみ）もありますが、こち
らはキャンプ上級者向け。また、RV Park, 
Private Campsite なども、ユニークな体
験、アクティビティをしたい場合はおすすめ
かもしれません。これらを合わせると、ミシ
ガンのキャンプグラウンドの数は１０００を
超えます。日本語で予約できるキャンプ場
もあり（P3)。

Tip２:

Tip４:

1. Up North ＆ UP（ユーピー）
ミシガン州トラバースシティなど、ロウワー半島北部エ
リアを指す「アップノース」や、アッパー半島「ユーピー
（UP)」 は、全米でも有数の避暑地/ 観光地として知
られる。北部のキャンプは大自然を存分に体感でき
て、さらに、さまざまな夏のイベントと合わせて行きた
いところ。デトロイトエリアより車で北上すると、窓か
らの景色も変わり、バケーション気分がいっそう高ま
る。キャンプでのんびり北を楽しむのも◎。

どのキャンプ場にするのかは、キャンプ以外
に試してみたいアクティビティ、または近場の
スポット、など条件から探すのも手。
• 近場のイベント開催に合わせる
• ファーマーズマーケットで仕入れた新鮮

な野菜や果物で食事をつくりたい
• カヤックや、ビーチの近くが良い
• SAP（スタンドアップ・パドル・ボート）

をトライしたい、など。

Tip３:

２. West Michigan
ミシガンの西部にある街や州立公園は、どこも
砂浜のミシガン湖の“ビーチ”を堪能できて見ど
ころがたくさん。大自然のキャンプだけでなく、
合わせて、湖岸のリゾート感あふれる街並も楽
しめる。

３−４. Thumb area, etc.
デトロイトから比較的近いが、十分にキャンプを楽し
むことが可能。五大湖以外にも湖がどこにでもある
のがミシガン。週末、近場のインナーレイクでゆった
りした時間を過ごしたい。

予約時は、できる限りウェブサイトにてその
キャンプサイトの写真をじっくり観察しま
す。
・日陰はあるか？
・ハンモックができる木はあるか？
・きれいなバス・トイレか
・平地か
・Wifiはあるか（！）

など、好みによりますが、ぜひピッキーに
なってより楽しいキャンプ体験を！

-04・・・キャンプでミシガンを遊びつくす！
05 ・・・喧喧諤諤
07 ・・・アメリカ生活の豆知識 
08 ・・・言葉の架け橋/お花の随筆
09 ・・・アメリカ医療のトリセツ
10 ・・・ゴルフのススメ
11 ・・・ブリューワリー
12 ・・・コミュニティ　
13 ・・・コミュニティ 
14 ・・・心臓病治療の最前線 
15 ・・・心臓病治療の最前線
16 ・・・コミュニティ情報/Standard Golf
17 ・・・クラシファイド広告情報
18 ・・・コミュニティ情報/新型コロナウイルス情報

キャンプでミシガンを遊びつくす！
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１. 北部“アップ・ノース”＆“UP(ユーピー）”

●Traverse city State Park
街歩きが楽しいダウンタウンから近い場所に
あり、ビーチもキャンプ場から歩道橋を渡って
すぐ。July 4th の週末だと毎年チェリーフェ
スティバル（今年は屋外&オンライン）、航空
ショー（2021年は中止決定）、アートショー、
移動遊園地などのイベントも行われるため
キャンプ以外にも楽しむことができます。
Sleeping Bear Dunesも近く、また、ワイナ
リーも多いのでいろんなワインを楽しみたい
人には最適。秋は美しい紅葉も楽しめます。

●Straits State Park 
マキノーブリッジを北に渡ってすぐ右手にある
キャンプ場。橋を間近で見渡せ、マキノーアイ
ランドに行くときの船乗り場にも近く便利でし
た。例年、レイバー・デイの週末にはブリッジ
を歩いて渡るイベントなども行われています。

ミシガンキャンプ経験者に聞く
「このキャンプ場に行きました！」

※マキノーアイランドに行くなら、
ヘッドランズ国際ダークスカイパーク
（Headlands International Dark 
Sky Park）へ寄り道するのも良い。こ
こは、年中無休で24時間無料開放さ
れている「星空保全公園」だ。光害か
ら星空を守り、美しい夜空を保護する
アメリカ国際ダークスカイ協会が定め
た一定の基準をクリアした地区や公園
がその「ダークスカイ地区」と認定さ
れる。キャンプは禁止されているが、夜
空を楽しむため毛布、寝袋、椅子、食べ
物、飲み物などを持参することは可。
湖に近いため気温が予想よりも10度前
後低いことに注意。

●UP　(Upper Penninsula)   
Munising Tourist Park Campground 
スペリオル湖に面したキャンプ場。澄み切った
スペリオル湖が目前に広がる場所でキャンプ
を楽しむことができ贅沢そのもの。キャンプサ
イトは砂浜で気になる人もいるかもしれない
が、浅瀬の湖のほとりでいただく朝のコーヒー
が最高。UPに来たからにはPictured Rock 
National Lakeshoreのボートツアー、または、
Pictured Rock湖岸近くのカヤックツアーで、
透明感溢れる湖と何層にもカラフルに重なるダ
イナミックな岩壁を楽しんでください。
帰りにはTahquamenon Falls(写真下）にも寄
りました。https://munisingtouristpark.com

２. 西部 “ウェスト・ミシガン/ビーチタウン”

●Ludington State Park
ミシガン湖に面したビーチがとても美しく、カ
ヤック、カヌー、チュービングなどの他、釣り、
ハイキング、砂丘エリア、トレイルハイキングな
ど、さまざまなアクティビティを楽しめるとこ
ろで有名です。ミシガンの人気キャンプ場。

●Silver Lake State Park
キャンプ場内に小さなビーチと公園があるの
で、小さなお子さん連れには良いです。Sand 
Dunesがあり、ツアーも行っています。参加
者を乗せて走ってくれるツアーの他、各自で
バギーを借りてDunesを運転できるものも。
（キャンプ場内のレンタルしたバギーの騒音
が少し気になりましたが）。車でドライブして
ミシガン湖にある灯台も見に行くことができ
ました。

●Muskegon State Park
キャンプ場から車で15分くらいでMichigan's 
Adventureという遊園地に行くことができます。

●Grand Heaven State Park
真っ赤なライトハウスで有名で夕日が美しい
と評判の場所。キャンプ場からおしゃれな
Saugatuckのダウンタウンにも５０分くらい
で行くことができました。

キャンプにあると便利なもの、
　こだわり・自慢のキャンプ用品＆道具について聞きました

1. ダッチオーブン/鉄のフライパン 
「ファイヤーピットで作る煮込み料
理、肉料理に最適です」 

2. 鉈（なた） 
「ファイヤーウッドを燃えやすいよう
に細くカットする時に便利」 

3. ハンモック 
「吊るせる木があるかも予約の際
に重要になります」 

4. ポップアップ キャンパー 
「テントよりも快適で楽に使用でき
るため購入に至りました！」 
サイドを閉じて牽引するタイプ。 

5. キャンプグリル用　三脚 
「備え付けファイヤーピットで、鍋を
吊るしたり、網を使用して調理する
のに便利」 

6. スクリーンシェルター 
「あると多少の雨でも食事ができ、
虫よけにもなる」 

7. 牛革、スエード等作業用手袋 
「薪や鉄鍋を掴んだり、安心の厚
さで必須です」

１

３. 中部/東部  (Central/Thumb area)

●Port Crecsent State Park
ミシガンの「親 指」の先に位置するPor t 
Aust inからすぐの州立公園キャンプ場。
ヒューロン湖沿岸にあるのこの公園は町か
ら少し離れているので比較的静かな印象。
夕陽が最高に美しく、こちらも”Dark Sky 
Preserve”として光害を規制している区域が
園内にあり、夜空を楽しむことができました。
Turnip Rock （写真左）のカヤックツアーの
場所からも近く便利です。

４. デトロイト近郊でもキャンプ可能！

Brighton, MI
●Island Lake Recreation Area,
●Brighton Recreation Area

Commerce Twp. MI
●Proud Lake Recreation Area 

デトロイト近郊のレクリエーションエリアでも

          ＜小さなお子さんにもオススメ＞
●Lake Port State Park　
ノバイより東へ１時間半。キャンプ場からビーチ
に直接行くことができました。ビーチはヒュー
ロン湖になるので、７月初旬だと泳ぐには水が冷
たい可能性が高いです。

●South Higgins Lake State Park
ノバイより北へ３時間半。キャンプ場からビー
チに直接行くことができて、すごく遠浅なので
小さなお子さんも安心して楽しめます。カヤッ
クなどのレンタルも可能。

十分豊かな自然と様々なアクティビティ（釣り・カヤック・カヌーなど）が用意され
ています。トレイルを歩き、多様な自然系を楽しめます。冬場はクロスカントリース
キーやスノーモービルのコースなどがあるところも。

４

Taquamenon Falls

Pictured Rock National Lakeshore

Turnip Rock 

Ludington

Silver Lake

７ ６５

ミシガン州立公園パークウェブサイト
　　www.michigan.gov/dnr

今後、新型コロナ感染拡大により州規制が変更される場合もあります。事前にご確認ください。https://www.michigan.gov/coronavirus/

https://www.michigan.gov/coronavirus/
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より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。
● ゲート守衛が午後６時から  
     午前２時まで訪問者に対応
● フィットネスセンター/スチーム室
● 照明付テニスコート
● 室内とスパ付屋外のプール
● プールサイドに屋根付きグリル
● アタッチガレージ
● コミュニティーイベント

家具付 ＆ 家具なし  
長期 ＆ 短期
1,2,3 ベッドルームアパート

・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器 
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
  もちろん 水道、ガス、電気、 食器、
  さらに 寝具、 ケーブルTV付で即入居可能。

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

●BROOKHAVEN LAKE 

　　ミシガン州ノバイ市からわずか北に２時間
のところに、初心者や小さいお子さん連れの
ファミリーに最適のキャンプ（グランピング）
場も。隣同士が近く混雑した通常のキャンプ
場とは異なり、プライベートの広い敷地にある
ため伸び伸びとミシガンの大自然を楽しむこ
とができる。しかも、キャンプ道具を持ってい
なくても大丈夫というから初心者にも大変あ
りがたい。（タオル類は持参を）
　2つの大きなテントが用意され、ベッドと
シーツはすでに設置済み。1つは親用、もう1つ
は子供用。備え付けグリルもあり、美しい森の
中にはすべてが揃っている。食材はすぐ近くの
ファーマーズマーケットや食材店などでも調
達可能。
　昼は、敷地内のレイクでボートに乗って魚釣

 こちらを体験してきました！
　知り合いからの話を聞いて興味が湧き、
一泊二日のスケジュールで昨年行ってきまし
た。私たちが伺ったのは、新型コロナの外出
禁止令が解かれたあと。オーナーさんとは
ソーシャルディスタンスを取りつつ、広いプ
ライベートのキャンプ場で、開放感溢れる時
間を楽しく過ごせました。キャンプ場内の広
いトレイルコースをサイクリング、ボートで釣
り、翌日にカヤックとカヌーをして、川で泳ぎ
ました。　

　こちらのキャンプ場で良かったところは、プ
ライベートの広い敷地にあるため、4歳児と小
学生が一日中はしゃいでも気を遣う必要がな
かった点。子供用のスイムシューズ、小さい自
転車、キャンプ中、屋外で楽しめるおもちゃ、
日本語の絵本やDVDなどまで用意され、飽き
ることなく遊べたのが良かったです。

　気候もよく、自然の中で走り回ったり、自転
車に乗ったり、置いてあるおもちゃで遊ばせ
てもらったり、たくさん身体を動かすことがで
きました。オーナーさんが大の子供好きのた
めたくさん話しかけてくれました。プライベー
トの湖があり、子供たちは初めて釣りの体験
も。大人にも子供にもわかりやすく説明して
くれて、魚が釣れた時には大はしゃぎしてい
ました。

　天気が良かったので、夜は天の川も流れ星
も観れました。望遠鏡もあり星を観察できそ
うです。トイレはしっかりとした木製の建物
で完備され子供も安心しました。シャワーは
キャンプ用の簡易式ですが、水の大切さを学
びながら、温水でスッキリすることができま
した。

　実際に持って行ったものは、夜の冷えに備
えて防寒着、フリントのファーマーズマーケッ
トに立ち寄り一部の食材を買いましたが、あ
とはキャンプ場の近所のスーパーでまかなえ
ました。　

　アメリカなら
ではの大自然の
中、かといって
自前のキャンプ
道具も揃ってい
ない私たちは、
キャンプに興味
はあるものの、
知らない場所で
治 安 が 心 配 で
なかなか踏み切
れないままでし
た。しかし、ここ
では広い敷地内
の少し離れたロ
グハウスにオーナーが夜も滞在してくれるの
で、何かあれば連絡も可能。アウトドアやア
メリカの文化も教えてくれました。毎食、バー
ベキューの火おこしから、肉を焼いてくれたり
と、キャンプが不慣れな私たちに手取り足取
り教えてくださいました。キャンプファイヤー
も楽しかったです。

　初日にボートに乗りながら釣りを、そして翌
日にカヤックでしたが、子供も安全で緩やか
な浅い川で楽しく遊べ、カヤックやカヌーで
川下りを半日ほど楽しめました。2日間お世話
をして頂いている間に、次女は英語が理解で
きて、オーナーさんと会話ができるようになり
びっくりしました。

　キャンプ地の近くには、電気も引かずに自
給自足しているアーミッシュの人々が暮らす
集落があり、オーナーさんにガイドしてもらい
馬車ですれ違うアーミッシュの人たちを見な
がら、コロナで変わっていった自分たちの生
活スタイルを照らし合わせて子供と共に色々

＜問い合わせ＞
日本語：サナエ (810) 441-5653  or  sanaedori1818@yahoo.co.jp
英語：info@brookhaven-lake.com
https://www.brookhaven-lake.com   (Japanese brochure)

と感じたり学ぶ
ことができて大
満足な二日間で
した。

　今は日本に帰
国しましたが、
このアウトドア
体験が忘れられ
ず、コロナが 落
ち着けば今後は
日本でもキャン
プに行きたいと
考えています。
           (Iさん）

小さい子連れファミリー・初心者に最適（日本語予約可）
プライベート環境のキャンプ場もで安全に、手ぶらでキャンプ！

りや水遊びなどで遊べる他、近隣にはゴルフ
場、putt-putt、ジップラインもあり、カヤッ
ク、カヌー、フライフィッシュングのレッスンな
ど、数日どんなアクティビティにもアクセスで
きる。
　キャンプサイトはまさに「手ぶらで」十分楽
しめるとあり、小さなお子さん連れの家族も
安心。電気、ホットシャワー、子供用寝袋、子
供用自転車（無料レンタル）、ピクニックテーブ
ル、水、薪、屋外グリル、椅子とスイングなど
もあり、バレーボール、バドミントンコートも。
数家族で追加のテントを持参しての利用も可
能。夜は、キャンプファイヤーの後、天の川や
流れ星を観ながらゆったりとした時間を過ご
すのもよいだろう。テントには、テレビ（日本
のDVDあり）、電子レンジもあるとのこと。



朝食朝食
ホットサンドイッチ ファイヤーピットにて、Cast Iron Cooker にいろんな具材を入

れて作る。

ケセディア トルティーヤに卵、チーズ、ハムなど入れる。サルサと一緒に

フリッタータ 野菜、ハム、ソーセージなどを混ぜ、割りほぐした多めの卵に
入れてキャストアイロンのフライパンで焼く。

パンケーキ バナナ、ベリー類などを混ぜたり、添えたり。

雑炊 前日に作ったスープ類があれば、その残りでも◎

簡単にベーグルやシリアルでも◎

昼食昼食
BBQレフトオーバーカレー 前日の残りのBBQのお肉や野菜で作るカレー

ホットドッグ

ハンバーガー

パスティ（Pasty） を現地で調達！ ミシガン北部でよく見かけるミートパイ「Pasty」 
(パスティー）」はパイ生地のなかに肉・いも・玉ねぎが入った
ボリューム満点の料理。ぜひ見かけたらトライを！

スモークフィッシュのおにぎり こちらも北部で見かける新鮮なスモークフィッシュの店をぜ
ひ訪れてみて。ご飯とまぜて日本スタイルおにぎりにも◎。

夕食夕食
BBQ お肉（ステーキ、ラム肉、鶏肉、ポークリブ）を前もってマリネ

しておく。和風、洋風バリエーションをつけて。

ソーセージ ケバッサ、ブラッツなどは焼くだけでボリューム感あり

野菜グリル オリーブオイル、にんにく、塩胡椒、ハーブ、バルサミコ酢を混
ぜたものにつけておくと簡単。

鶏のトマト煮 鶏もも肉（丸ごとでもよい）、トマト缶、野菜、ハーブ、コンソ
メ、少々の水をダッチオーブンに加えて作る。

豚汁 豚肉、人参、大根、ジャガイモ、こんにゃく、味噌

鮭ホイル焼き レモン、バター、ハーブ、野菜を一緒にホイルで包んで焼く。

カレー 子連れなら、子供たちに野菜を切ってもらうと子供たちも楽
しめる。

ご飯類 さつまいもなどを入れてはんごうでご飯を炊くのも良い経験

おやつ・おつまみ・デザート類おやつ・おつまみ・デザート類
スモア マシュマロ、チョコレート、グラハムビスケット

熱々カマンベールチーズ ホイルで包んで焼く。ジャムや蜂蜜を添えてクラッカーと

ホットワイン 赤ワイン、オレンジ、シナモンなどでスパイスを加えて。

すいか すいか割りを楽しんだ後はデザートとして食べる。
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キャンプサイトキャンプサイト
テント ６人用だと３人家族でもギリギリ。マットレスはクイーンとシングル

一つずつ入る。スクリーンルームがあるものだと荷物置きに出来て
便利

寝袋 秋キャンプでは必需品

エアマットレス あると快適。

ブランケット・枕 ブランケットは予備も必要。

懐中電灯・ランタン LEDの小さめのものだとテントの内側の上につけられてテント全体を照
らせるので便利（予備の電池も）頭部つけるタイプも両手があいて◎。

アウトドア用椅子 場所によっては折り畳みテーブルも便利（通常ピクニックテーブル
あり）

耐水性シート・タープ テントの下、雨が降ったらテントの上からかけられるので数枚ある
と便利。敷物としても使える。

ハンモック サイトを予約する時にハンモックをかけられる木があれば良し

屋外用延長コード エアマットレス、携帯電話の充電に使う。

携帯用充電器

ファイヤーウッド キャンプサイトで買える　（＄５位）

薪ばさみ 炭や薪などを動かしたりするときに必要となる

なた 又はおの ファイヤーウッドを細くカットするときに便利

ハンマー テントを立てる時などに使用

電気毛布 秋キャンプではあると良い。

セラミックヒーター 秋キャンプではあると良い。プロパンの屋内用があると便利

キッチン用品キッチン用品
ガスコンロ キャンプ用

BBQグリル

鍋/ダッチオーブン・フライパン キャストアイロンのフライパンも重宝、どんな肉も美味しく！

ケトル

チャッカマン

紙皿（大・小・ボール）

お箸・スプーン・フォーク

紙コップ

トング

お玉

フライ返し

包丁・まな板

野菜ピーラー

ワインオープナー

缶切り

氷 キャンプサイトで通常購入可能。必要に応じて補充（＄２くらい）

ウォーターボトル 飲用・料理用としてガロンのお水を持参

食器洗い洗剤・スポンジ

ゴミ袋

ラップ、ホイル

ペーパータオル

鍋敷き

スモアのスティック

耐熱トレイ 焼いたお肉を置くもの、調理に使用

テーブルクロス

炭

調味料 塩胡椒・醤油・砂糖・塩などメニューに合わせて

コーヒードリッパー（好みで） マグカップとフィルターも忘れずに。インスタントコーヒーでも

油

軍手・料理用ミトン 牛革製の手袋は、熱いものも持てて重宝する

衣 類、他衣 類、他
着替え・防寒着 キャンプ場は朝晩夏でも冷え込む。厚手のジャケットと長ズボンを

水着

ビーチサンダル・ビーチ用品

雨具

タオル

サニタイザー

ワイプ 現在は必須。除菌のものもあればなお良い

マスク

虫除けスプレー スプレーの他、手首などに「つける」タイプの輪っか状のも便利

虫除けキャンドル キャンプサイトに何か所か置く。夏は蚊が多い場合も

日焼け止め

各種薬・バンドエイド等 First Aid キット

洗面用具 プラスチックのキャリアがあるとシャワーに行く時に便利

 キャンプ持ち物チェックリスト

• キャンプ場での食後は、すべての食べ物ごみ
は必ず車の中へ、またはその日のうちにダン
プステーションに捨てに行くこと。夜に野生
動物に荒らされることがあるため。

• テントを張るときはなるべく平らな場所を 
W選ぶ。

• 夜１０時以降は Quiet Time となるため、な
るべく静かに過ごす。

• 給水場は水を給水するのみで、手や食べ物
や食器は洗わない。

 キャンプごはん　アイデア！

キャンプ場の
ポイントと

ルール

• 天候が急に変わることがあるため、予め対処できるように
準備をしておくと良い。

• 殆どのキャンプ場はペットも同伴可能だが、ビーチには連
れて行くことができないキャンプ場が多い。（例：スリー
ピングベアもダメでした）キャンプ場では犬は常にリー
シュを使用すること。キャンプ場には小さなお子さんもた
くさんいるので、トラブルにならないようご注意を。

• 「１サイトにつき車２台まで」「テント２張りまで」「合計
人数６人まで」など各キャンプ場のルールに注意。

• 車の台数が多ければゲスト用パーキングに駐車する。
時々レンジャーがパトロールし
ているのでキャパオーバーの
場 合（特 に 車 は）注 意される
可能 性も。大 人 数 で行く場 合
は、隣りあわせでサイトを取る
と良い。

※個人個人でキャンプの目的が違うので参考まで。
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（次ページにつづく）

　５月（皐月）、木々の新緑と芝生の緑、種々の草花、木花が咲き誇り１年中で一番気
分が晴れ晴れとし、心が躍る季節になりました。生憎と花粉アレルギーがある方には天
気が良くても喜んで外出できず、家の中にいても風があると窓を開けられない一番辛い
時期ですが、少しでも症状が軽く、辛い期間が短く済むことをお祈りします。日本では
４月下旬に東京、大阪の東西２大都市で緊急事態宣言が出され、一般の方々は折角の
GW連休中も家族や友達と自由に外出することもできず欲求不満が溜まり、観光客やレ
ジャー客を当てにしていた観光業、レジャー・エンターテイメント業、飲食業の関係者の
方々は思惑が外れてまたもやガッカリという悲しい事態でした。ワクチンの接種状況も
遅 と々して進まず、一体いつになったらこの長いトンネルを抜けられるのやら。『まん防
法』という新たな法律もできましたが、新しいのは名前だけで目に見える実効性は期待
外れのようで、昨年一度延期されたオリンピックの開催が再び危ぶまれていますね。

　日本国内の憂鬱とは別に米国初の日本人関連グッド・ニュースが立て続けにありました。

　一つは先月ジョージア州オーガスタ・ゴルフクラブで開催されたオーガスタ・ナショナ
ル女子アマ選手権で世界の強豪を相手に１７歳の梶谷翼選手がプレーオフで競り勝ち
日本人として初優勝。そして、その翌週松山英樹選手がローアマ（アマチュア選手として
のベストスコア）を獲得したマスターズ初出場から１０年目、２０代最後の節目となる挑
戦で日本男子として海外メジャー初優勝。当地の日本人コミュニティーも湧きましたが、
本国日本ではメディアがこぞって取り上げ、国中に歓喜の渦が巻き起こり大騒ぎが続き
ました。私も家内と一緒に最終日のTV実況中継を応援しながら観ていましたが、後半
に入り名物１１番から１３番のアーメンコーナーを無事に乗り切り、３打差で上り３ホール
を迎えられれば勝てるだろうと思っていたところ１５番、１６番連続ボギーで２打差。迎
えた最終１８番のティーショットでは「何とか無事フェアウェイをキープしてくれ！」と祈
るように観ていました。その通りとなり、２打目は一番安定していたフェード系のアイアン
ショットで２オン間違いなしと思っていたら、何とグリーン右手のバンカーに着地。プロ
にとってはラフからの寄せよりもずっとやさしいと言われるバンカーショットは寄せ切れ
ずボギーとしてギリギリ１打差での優勝でしたが、格好良くフィニッシュできなくても勝
ちは勝ち。振り返ってみるとムービングデーと呼ばれる３日目の６アンダーの貯金が大き
かったですね。最終日、最終ホールも２打差の貯金があって本当に良かったです。改め

バイデン政権誕生後１００日と今後の行方

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第219回）

て優勝おめでとう！！ 梶谷選手との男女ダブル優勝は日本人として嬉しい限りです。ゴル
フ好きの日本の友人に直ぐに連絡をしたところ、案の定早朝からずっとご夫婦でTV観戦
していた由。これで米国での日本人、アジア人を見る目が変わり、昨今大きな社会問題に
なりつつあるアジア人、アジア系米国人に対する差別や暴行事件が少しでも収まるとい
いですね、と思いを同じくしました。

　もう一つは過去形でなく現在進行形のMLBエンジェルスの二刀流大谷選手の活躍で
す。オープン戦から好調でしたが、レギュラーシーズン開幕後も文字通り投打で躍動。毎
日のようにニュースやネットで話題になっていますが、先月のレンジャースとの試合では
投手として先発、２番打者として打席にも立ち、その時点で両リーグの本塁打王として先
発したのはあのベーブルース以来実に１００年目の偉業とのこと。続いて先月末日のマリ
ナーズとの試合では今シーズン８本目のホームランを放ち、同じ月に先発投手を務めた
投手が1ヶ月に８本以上のホームランを記録したのもベーブルース以来二人目とのこと。
投打だけに限らず、盗塁や塁間走塁、左翼手としての守備、バッターボックスや塁上での
表情や仕草まで、嫌味なくこれほど絵になり、ニュースになる選手は前例がありません。
何かする度に過去の偉大なプレイヤーと古い記録を呼び起こし、今彼がやっていること
がどれほど常軌を逸しているか、いかに尋常でないかを明らかにし、野球ファンはもち
ろん、自軍や他球団の選手、監督、コーチ、解説者、評論家諸氏に驚きと感銘を与え続
けています。

　MLBは日本とは試合数、移動距離など環境が大きく異なり、連続出場で疲労が蓄積
し過労で病気や怪我をしないか、特に猛暑の夏場からプレーオフ進出が掛かる秋口が
心配ですが、監督、コーチと相談しながら体調管理を万全にしてとにかく無事にフルシー
ズンを通して活躍し、我々の目を楽しませて欲しいものです。

　さて、今回のテーマは『バイデン政権誕生後１００日と今後の行方』です。

　バイデン新政権の当初実績評価の対象となる１００日が経過し、米国民の支持政党
や居住する州、郡、都市、地区によって差がありますが、米国内の総合的評価としては派
手さや演出力はないため歴代大統領の中では「中の下」となる過半数の５７％ですが、前
任者トランプの同時期４１％をかなり上回りました。

　バイデン政権誕生後最優先として取組み中の諸々のコロナ対策が功を奏して政権誕
生後１００日時点でワクチン接種実施数２億３千７百万回超、１６歳以上の国民の３割
超、６５歳以上のお年寄りの７５％以上が接種を完了し、コロナ起因の死亡者数も今年
１月の最悪値から８割減と目に見えるポジティブな効果が出ているので当然と言えば当
然と言えます。同時にトランプ信者や共和党支持層を中心にしてコロナワクチン接種に反
対・拒否を頑なに続けている人々がまだ２６％も存在するという驚きの事実もあります
が、コロナ関連では他にも小さな朗報・吉報がありました。

　先月のTVニュースで流れていましたが、お孫さんとずっと会えずに寂しい思いをして
いたおばあちゃんが、ワクチン接種を終えて自分の９０歳の誕生日にお孫さんとサプライ
ズ面会できて大喜びしている姿を見て涙が出そうになりました。ひょっとしたらもう２度
と会えないかもしれないとまで思ったこともあったかもしれないので、再会の喜びは例
えようのないほど大きかったでしょう。逆に驚きと嬉しさの余り心臓発作でも起こさない
か心配になるほどでした。（笑）こういう嬉しいニュースを日本や米国だけでなく世界各
国・各地でもっともっと沢山聞けるといいですし、これを聞いて「じゃあ、私もワクチンを
打ってもらおう」という気になってくれる人が増えるといいですね。

　コロナと言えば、我々が住む地元ミシガンでは先月半ばまで一日当たりの新規感染者
数が８,４００〜８,５００人レベルで数日続き全米ワーストを記録しましたが、月末までに
それが約半数ほどに減少して今は４千人未満となり最悪の時期は過ぎたようです。変異
株の心配もありまだ安心できませんが、競馬ケンタッキーダービーで５千人の観客入場
許可、ディズニーランド、ディスニーワールドの営業再開などパンデミック以前の普通の生
活に少しずつ戻れる明るい兆しを無駄にしないためにも、今月末のメモリアルデーの連休
や夏休み期間中にコロナが各地で再燃せず、このまま収束（終息）に向かうことを切に
願います。

　一方、世界を見渡すと直近で最も心配なのはアジアの大国インドです。

　皆さんもニュースでお聞きになったと思いますが、今現在インドは世界で最悪と言える
コロナ被害が出ています。一日当たりの新規感染者が何と４０万人以上も発生し、病院
に収容できないばかりか呼吸困難で不足する酸素の体内取込みを補助する酸素の供
給が全く間に合わず、患者の多くは病院の外や路上で待機というより放置状態で何も手
が施せないまま家族の目の前で息を引き取るのを見守るだけというやり切れない惨事が
起きています。亡くなった人も感染拡大防止のために直ぐに火葬が必要ですが、火葬場
や遺体の移動手段がキャパオーバーのパンク状態で近くの公園や駐車場で何人もの犠
牲者を同時合同火葬（遺体を地面に置いてその上に薪を円錐か三角錐上に組み立てて
点火する焚き火のような簡易火葬）で済ませている悲惨な映像がニュースで流れていま
した。人間の尊厳などまるで皆無の様相です。インド政府の現政権はしばらく前からコ

4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

 1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。
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執筆者紹介執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。 
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経
済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合開発室、米国ニューヨークの子会社、経営企画室、製品開発部、海外事業室、 
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・ 
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。
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ロナは収束に向かっているという誤情報を感染拡大の原因となった政治集会や各種イ
ベントの際に選挙キャンペーンの一環として流して群衆操作し、この実情をひた隠しにし
て事実の報道や証言者を弾圧しており、実際の犠牲者は公表されているよりずっと多い
のではないかと懸念されています。世界で最大のコロナワクチン製造・供給国であるイン
ドは国内のワクチン接種率が１０％程度のみで自国内で起きているコロナ禍を全くコン
トロールできていないのは皮肉な話です。

　直後にフィリピンでも首都マニラで感染が急拡大し、患者の病院収容が間に合わな
いとのニュースがありましたが、トランプ前政権下でも明らかだったように長く不安が続
く南米のブラジル、アルゼンチンなども含めて国政のリーダーが科学的なデータを軽視
し、事実を隠して誤情報を流し自分の都合の良いように群衆操作をしようとしている国
ほど感染拡大と被害、混乱が大きく長引くようです。

　コロナの話が長くなりましたが、バイデン政権就任後１００日の初期評価がそこそこ良
かった一方、今まで議会に提出され審議・可決した全ての法案に対して共和党議員は誰
一人として賛成票を入れず、下院も上院もギリギリで通過した事実があるように、トラン
プ前政権当時から悪化の一途を辿っている両党の対立と一般国民間のトランプ・共和
党支持層とバイデン・民主党支持層の対立が続いており、理由は色々あるとは言えバイ
デンが選挙前から公約していた『融和』が一向に進まない事実や難民・移民政策、国
境警備、入国管理の不手際、銃規制や人種差別問題のスローな対応に関する不平・不
満の声が大きいことも無視できません。

　また、連邦政府による１.９兆ドルの緊急経済救済・財政支出効果で景気回復、雇
用・労働市場の好転、失業率低下などのプラスの反面、建築資材、産業原材料・資材、
食料品、生活用品、住宅売買・賃貸価格、流通費用の値上がりが顕著になっており、
景気過熱とインフレが懸念されています。それに加えて先月末米議会上下院合同セッ
ションでのバイデン大統領のスピーチでも明らかにされた２.３兆ドルの『現代的で持続
可能なインフラ（社会基盤施設・構造物）と公平なクリーンエネルギーへの公共投資計
画』は古くなって経時変化が進み劣化して安全性や利便性で時代のニーズに合わなく
なった道路、橋梁、鉄道、ダム、港湾施設、発電所、通信施設などを刷新し半恒久的に
継続使用可能な施設・構造物に置き換えようとするもので、その作業のために新たな雇
用が生み出され、完成後もその継続運営・管理のために雇用が続くという論理ですが、
悪く言えば『お金のバラマキ』で遅かれ早かれ物価上昇、インフレを招くことは容易に想
像されます。しかしながら、国民の生活苦を救うための第１弾の緊急救済財政支出は、
「今日、今の苦しい急場を凌がなければ明日はない」数千万人にものぼる国民の切羽詰
まった窮状を前にしては止むを得ない選択肢で必要悪と言えます。

　実際に今年第１四半期の経済成長率は予想を上回る１.６％（年率換算６.４％）を記

録し、米国経済はコロナパンデミック前の９０％レベルまで回復し、２月、３月の２ヶ月で
１３７万人以上の新規雇用を生み出しました。第２弾のインフラ投資の具体的な内容が
本当に必要なものなのか、国税の無駄遣いにならないか、誰がコスト負担するのか（とり
あえずトランプ前政権時代の大型減税を最も享受した富裕層や大企業の税負担率を上
げると言っていますが）、インフレに拍車を掛けないかなど十分熟慮しないといけない点
もあり、超党派の議案作りと多難な議会審議の行方が注視されます。更に追い掛けで、
実施可否とタイミングの見極めは難しいですが、徐々に金利上昇も追随すると思われ、経
済回復の足枷か逆風となって程度の差はあれ国民生活にマイナスのブーメラン効果があ
るかもしれません。

　米国内の問題だけでなく、国際的にも地球温暖化対策、アフガン駐在米軍の最終
的引き上げと国際テロ組織の再台頭・分散化、ロシアの米国政治・選挙への介入、サイ
バー攻撃、クリミア進駐継続とウクライナ国境での軍事圧力行動、中国の東アジアから
インド、アフリカに及ぶ『一帯一路』経済・軍事拡大構想、北朝鮮・イランの核開発問
題、つい先日ニュースになったホワイトハウス周辺での不可解なエネルギーアタック（昨
年キューバの米国大使館員が被害を受けた電磁波攻撃に類似または別物）などなど国
家安全保障に直接関連する重要課題が山積みの中、バイデン政権に極めて非協力的な
共和党メンバーも来年の中間選挙で上下院とも過半数獲得を目指すのは自明の理として
も、全ての政策・議案に反対・拒否したり、全米４７州で３６０以上もの投票有資格者審
査の厳格化、投票場所・時間の制限、事前投票・郵便投票の期間短縮、手続きの煩雑
化など民主主義の基本に反する露骨で姑息な差別的投票権圧迫法案の提出、立法化
を進めるのではなく、いい加減に悪夢から目覚めて国会議員の本来の役目と責務に立ち
返り、就任時に誓った米国国家と憲法への忠誠を思い出して国と国民の安全と健康を保
障し、一般国民に寄り添い実効をもたらして心から感謝される政策を立案、審議にかけ
てほしいものです。

　バイデン政権誕生後１００日の政策は分かりやすく、結果も目に見えて実行・実現しや
すいものでしたが、年内残り２００日余りの政策は同じように国民の理解を得て、議会審
議・可決通過し、実行するのは徐々にハードルが高くなるため、今後の行方に期待と一抹
の不安を抱えながら注目ですね。

https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
https://www.dickinson-wright.com
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Japanese Family Services, USA  
当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。   
www.jfsusa.com　               information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375            248-946-4301

5月のイベント 2021年5月3日～5月31日の間、Eメールにて無料
でご相談をお受けいたします。

気温も暖かくなり、コロナワクチンの接種も進みやっと希望が持てるようになってきま
したね。ですが、もしまだ屋内での買い物が心配なようでしたら、その代わりの選択

肢のひとつとして近くの屋外ファーマーズマーケットに行ってみてはいかがでしょうか！
　スーパーにある同じような商品を目にすることができます：自家栽培された果物、野菜、
卵、自家製の焼き菓子類、はちみつ、手作り石鹸、衣類、アクセサリー等。ファーマーズマー
ケットでするかもしれない質問の例をいくつかご紹介します。

●  FOOD （食べ物）
•	 Is your food certified organic? 

 オーガニックの食べ物だと証明されていますか？
•	 How is this fruit/vegetable grown? 

 このフルーツ／野菜はどのように栽培しましたか？
•	 How do you control for insects and weeds? 

 Do you use pesticides? 
 どのようにして害虫や雑草をコントロールしましたか？  
 殺虫剤を使いますか？

•	 Where is your farm located? 
 あなたの農場はどこにありますか？

•	 What do you feed your chickens? 
 ニワトリにどんな餌をあげていますか？

•	 How do you recommend preparing this food? 
 おすすめの調理方法はありますか？ 
 

●   NON-FOOD （食べ物以外）
•	 What do you use to make this? 

 これを作るために何を使いますか？
•	 How long have you been making these? 

 これを作ってどれくらいですか？
•	 Where else do you sell these? 

 他にどこでこれを販売していますか？
•	 Can I buy them online? 

 オンラインで購入できますか？
•	 Do you offer shipping services? 

 配送サービスはありますか？
•	 Are there any special washing/usage instructions? 

 洗濯／使用に関して特別な指示はありますか？ 
 

●   NEGOTIATION（交渉）
•	 How much are you asking?  (Better than “How much is it?” 

because it implies that the price could change.) 
 どれくらいになりますか？  ( 値段が変わる意味合いを含んでいるので、 
 “How much is it?” よりはいい )

•	 How much is it if I buy more than one? 
 １つ以上買うといくらになりますか？

•	 Is there a discount if I buy five? 
 5 つ買うと値引きをしてもらえますか？

•	 Would you accept five for $4 each? 
 5 つ買ったら、１つあたり＄４ドルにしてもらえますか？

•	 I'll think about it and come back in a little bit. 
 少し考えさせてください。すぐに戻ってきます。

•	 Okay, I'm going to think about it.  Thank you. 
 わかりました、考えてみます。ありがとう。

こちらがミシガンでのファーマーズマーケットの地図が案内されている 
ウェブサイトです。

http://mifma.org/findafarmersmarket/ 

 お買い物を楽しんでくださいね！　

Farmer’s Market :  
ファーマーズマーケット

 クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

(734) 930-2880
Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

www.takadadentalclinic.com

【受付時間】　月・金 ： ９am ～ ２pm　火～木 ： ９am ～ ５pm  

http://mifma.org/findafarmersmarket/
https://www.godaiko.com/home
http://www.takadadentalclinic.com
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

花に関する言い回し（５）花に関する言い回し（５）

〜こんな日本語、英語にできますか〜〜こんな日本語、英語にできますか〜

−−１３４１３４−−

　さて、今回は具体的な花の名前の付いた言い回しです。

　まず思い浮かぶのが、「立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花」と言う
美しい表現ですが、残念ながらこれは “beautiful form of a woman” 
という説明しか辞書には出てきません。敢えて、 “She looks like a rose 
when standing, a peony when seated, and a lily when walk-
ing.” と言っても十分通じそうですが。「いずれ菖蒲（あやめ）か杜若（か
きつばた」は、「どちらも同様に優れていて(あるいは美しくて)選ぶのが難し
い」と言う意味ですが、“They are both so excellent (or beautiful) 
that I can’t choose one or the other.” で良いでしょう。

　「一蓮托生」と言う言葉は、「善い行いをしたものは死後も極楽浄土で同
じ蓮の上に生まれ変わることができる」と言うのが元来の意味だそうです。
転じて、「善悪に関係なく行動や運命を共にする仲間」と言う意味になりまし
た。そこで、英語では “to be in the same boat” と言う慣用句がこれに
近いものです。

　もう一つ、「栴檀（せんだん）は双葉より芳（かんば）し」ですが、直訳する
と、“The Japanese sandalwood tree is fragrant from when it 
is a sprout.”  となりますが、その意味を訳すと “Genius shows from 
childhood” (天賦の才は子供の時から現れる)で、“like Mozart” とでも
付けると完璧にわかってもらえます。

　上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方
は、izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。

鈴木いづみ：会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英
翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する
鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。www.suzukimyers.com　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

各種クラス：英語／日本語／通訳講座
プライベートレッスンを中心に英語／英会話レッスンや日本語（Japanese 
Class）クラスを提供しております。また、更に英語力を高めたい方や通訳者を
目指したい方には通訳者養成講座があります。オンラインで受講可能です。

 

 

通訳業務：逐次／同時／ウィスパリング
社内外での打ち合わせやお客様との会議、工場見学
や研修から法廷（証言録取など）に至るまで対応して
います。ミシガン州内のみならず、全米各地や米国外
へも出張致します。同時通訳ブース、同時／ウィスパ
リング用機材のレンタルも行っております。

   電話やテレビ会議の通訳、
 スカイプやZoomを使った遠隔通訳も対応します。

翻訳業務：各種文書／免許証翻訳
技術／契約書／法律文書／戸籍謄本・抄本／各種証明書など翻訳致します。
必要に応じて公証人の証明書もご用意致します。運転免許証翻訳は、実物を
見る必要がある、レターヘッド（社用便箋）に印刷することなどSecretary of 
Stateの条件を満たしています。

お見積りは無料です。ご相談ください。

                    　　　お問い合わせ （日本語で対応）
電話：(248) 344-0909              メール：office@suzukimyers.com
　　　オフィス営業時間： 月曜日～金曜日　9時～17時
　　　　　　ウェブサイト：www.suzukimyers.com

　通りすがりに鏡を見やり、あれ？と不思議に思い近
づいて、よくよく顔を眺めてみました。髭が伸びてい
る。記憶違いでない限り、私は生物学的に男ではな
かったはず。ああ、もしやこれは湿気のいたずらなのか
しら。日常のかなりの時間をマスクをして行動するよう
になってから、顔には湿気が籠り眼鏡は曇り。肌が乾
燥や大気汚染から保護されるようになったのは結構
な事、しかし常時ぬくぬくの温度に呼気の湿気が加わ

             ひげ             ひげ

54

り、育毛に優れた環境が整ってしまったらしい。昔所用で赤道直下の南太平洋の国々を
訪れた時にも似たような事が起こりました。極寒の真冬のミシガンから摂氏での気温差
実に約50度以上の、非常に湿度の高い暑いところへ一気に飛んでしまった為、当時一番
印象に残った事は自分の爪と髪の伸びた速さ。にゅるにゅるとまるでギリシャ神話のケー
ルとメデューサが合体したかのような我が姿の早変わりに、心底驚き息を呑みました。因
みに次に印象に残った事は、あちらに生えていた木々一本一本の大きさ。ビル一つ分ず
つは優にありしかも電線や住宅など空を遮るものは何もない恵まれた所で育つ木々達
は、有り余る水分と熱い太陽を享受しながら、本来の姿で実に伸び伸び育っていました。

　生き物の生命力というものは細部にわたりどうしてしたたかで侮れず、ぼりりと半分ウ
サギに齧られてしまったチューリップの蕾も立派に成長し、残った部分だけでなんとか
形になる花をも咲かせます。春の花々が開花してしまってから一気に氷点下まで気温
の落ちた日など、皆駄目になってしまうと肝を潰しますが、気温が上昇すればまた何事
もなかったかのような涼しい顔で風に揺られ、清楚な愛嬌を振りまいてくれます。自然
が身につけて来た強さなのでしょう。どんな動物による害よりも人間によるものが一番
恐ろしいと常々感じておる為、できるだけ自然界に協力や恩返しをせんと心掛けるので
すが、草木や花は折に触れ「大丈夫ですよ」と囁き安心をくれます。失敗談には事欠か
ぬ私でも、様々な角度から有難い励ましを受けて、前向きであり続けることが叶います。

　この界隈でこの時季、夏向けのお花を扱う業者の方々のご苦労も偲ばれるところです。
大型チェーンのスーパーストアやホームインプルーブメント店舗のガーデン部門に出入りす
る生産者や卸の業者は、ミシガン州内からまめに来ているところも、ここよりはだいぶ温暖
な気候の他州から来ているところもあり、大型トラックでシステマティックに大量に商品を
運び込み７月には売れ残りをさっさと引きあげよそへ持って行ってしまうようなところもあり
ます。気軽に声をかけおしゃべりしてしまう私の長所か短所から、しばしば業者さんとの立
ち話にあやかり考えさせられることもあります。カラマズーというところはグリーンハウス栽
培も盛んで、そこから来る業者の方は無論ミシガンの土地も気候もよくご存知です。明らか
にこの方はただの運搬業務の従事者ではなく、御自分で草花を育て持っていらしたのだな
あとお見受けした男性は「大型店舗は商品を置かせてくれるだけ。どんなに事前にお願いし
ておいても、霜の降りる予報の前に陳列棚の草花を保護してくれるようなところはなく、春
の嵐ですべて駄目にされてしまってもそれはこちらの損で落ち着けられてしまう」と呟きま
した。私は、珍しいお色の水仙の寄せ植えの半分が寒さと水のやり過ぎでやられ腐ってい
たので、でも球根なら来年も出てくるから問題なし、まだ売り物であるならばそのまま売っ
て頂こうと「これはまだ売り物でしょうか」と声をかけてみた時の話です。「貴女に無料で
差し上げたいところだが価格に関して私は店に口出しが出来ない、どうしてあげることも出
来ない」と申し訳なさそうに仰るので、「いいえ、御心配なく。売り物であるのならこのまま
買わせて頂きます。」と幸せに連れて帰りました。それは秋に歩道に近いところに地植え
に致しましたらこの春も見事にカムバックしてくれ、道行く人の目を楽しませてくれています。

　環境を整えるということは世話する者が２４時間心配し、良かれと思い少しでも絶え
ず動き続けること。人間も含め生き物たち皆それぞれが一所懸命努力します。母なる大
地。そのふところの生命力と神秘を讃え、生き物たちの活躍を静かに見守り続けたく存じ
ます。花も鳥も小動物も忙しく動き始める春。一冬心を配られ栽培され幸せに育ってき
た見事な草花の数々も、ミシガン州では母の日をめがけ身近に送り込まれて来ます。ご
縁あって出会えるいのちの世話を出来る事の誇りと楽しみに、それぞれに香りと個性あ
る色とりどりのお花を眺めて歩きます。以前どなたかが「期待した花とは違うものが咲
いた」という理由で店に返品なさったという、殺処分を目前に隅で叩き売られていた小
さな薔薇。それが捨てられるのを見るに忍びず私が買い持ち帰りましたが、それは年
月を経た今も我が家の玄関先で立派にお客様をお迎えし、綺麗に咲き続けております。

織田貴和子

生活に遊び心とお花で幸せに
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アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

医療通訳について

渡米してすぐの方も、長年こちらに住んでいる方
も、米国医療に関することになると「よくわから
ない」「もっと知りたい」と感じている方も多いの
ではないでしょうか。そこで、ミシガン大学の家庭
医学科の先生方に医療に関する様々なトピックに
ついてまとめていただき、連載でご紹介します。

取 扱 説 明 書
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

医療機関に受診して言葉が上手く伝わらなくて
悩んだことはありませんか？ 医療英語は通常

の話す英語よりも難しく、アメリカ人でも理解に苦
しむ場合があります。ましてや日本人が内容をしっ
かり理解するのは難しい場合が多いと思います。そ
こで助けになるのが医療通訳です。今回は医療通
訳の使い方、コツなどについて解説します。

 　 アメリカでは19 6 4 年に制 定された公民 権 法 
Title VIにより人種差別が禁止されました。具体的
には職場、公共施設、連邦から助成金を受けてい
る機関、選挙人登録、そして教育での差別を禁止
しています。これをもとに、出身国に限らず言語通
訳を受ける権利が保障されました。2000年にはビ
ル・クリントン大統領が大統領令13166号に署名
し、連邦から助成を受けている全ての医療機関、お
よびその他の機関は通訳を提供することが義務化
されました。ミシガン大学病院はその例です。通訳
は、現場に通訳者が来る対人通訳の場合と電話や
オンラインでの通訳サービスの場合があります。こ
れにより、英語を母国語としない人も英語を母国語
とする人と同じレベルの医療を母国語で受けるこ
とが保障されました。

　　　 医療通訳と一般的な通訳の違い

　通訳にはその人が受けた訓練や資格によ
り様々な種類があります。その中で医療の現
場で通訳を行う訓練を受けている人が医療
通訳です。医療機関に勤務している通訳の多
くはこの訓練を受けていると思われます。医
療通訳において特徴的なのは、病院の他の
スタッフと同じように守秘義務があること、
医療用語を理解すること、通訳をするときに
意訳をしないこと、必要に応じて言語だけで
なく文化的背景の説明をすることが挙げら
れます。

　　　対人通訳と電話・オンライン通訳の違い

　どれほど大規模な医療施設でも必要な全
ての言語の通訳を24時間体制で確保するこ
とが無理ですので、現場に通訳を派遣するこ
とができない場合には電話やオンラインの通
訳サービスを使うことがあります。全ての通訳
者が医療通訳としての訓練を受けているわけ
ではないこと、電話での通訳ではお互いの表

情が見えないことなどで対人通訳ほどスムー
ズに会話が進まないことがありますが、上手
くつかえば十分助けになります。通訳が上手く
行っている場合には言語が違っても文章の長
さはだいたい同じくらいになります。通訳され
た文章が極端に長い、または短い場合には通
訳者が意訳をしていたり、勝手に自分に意見
を述べたりしている場合があり、注意が必要
です。文化的背景を解説する場合には通訳者
の話が長くなりますが、その場合は前もって
通訳が解説をすることを知らせます。

　　　   通訳を上手に使うコツ

• 通 訳にではなく、医師など 話し 相手に向
かって話す

▶︎　通訳に「ドクターに薬は何日間飲む
のか聞いてください」というのではなく、
普段の会話のように「その薬は何日間飲
むのですか？」と聞きます。通訳も“Patient 
is asking how long she/he should take 
the medicine”ではなく”How long should 
I take the medicine?”と通訳します

• 一度に通訳してもらうのは文章１−２つ分
にとどめる

• 略語や難しい言葉を避ける

• 通 訳してくれた文の意味 が分 からなけれ
ば、わかるまで聞き直す

▶︎　医療通訳としての訓練を受けた通訳
者でも意味を取り違えることや、知らない
ことがあります。話の意味がしっくりこない
時には何度でも聞き返してください。

             
               外来診療や検査を受けるときの通訳
　

　診察や検査（検査技師などと詳しい話が必
要な検査）など、前もって予約をして受診をす
る場合、通訳も一緒に予約をしておくことが
できます。例えばミシガン大学病院ではカル
テに英語以外の言語が第一言語と登録され
ている人の場合は通訳が必要か確認し、通
訳の予約を同時に手配します。特に込み入っ
た話が必要な場合、なるべく対人通訳を手配
する努力をしています。通訳は電話やビデオ
外来でも利用可能です。もし、病院から英語
で電話がかかってきた場合で日本語の通訳

ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。 ht tps://med ic ine.umich.edu/dept/ japanese-fami ly-hea l th-program

を頼みたい場合には“May I have a Japanese 
interpreter?”と頼んでみてください。三者通話
で通訳を追加できる場合があります。

 
　　　救急外来受診時の通訳

　 救 急外来を受診する場 合、前もって通訳
を予約しておくことはできませんが、必要な
場合はその場で通訳を頼むことができます。
この場合はほとんど電話、またはオンライン
での通訳サービスを使うことになります。

        入院中の通訳

　入院中に担当医、看護師、またはコンサル
タントと話をする際にも通訳を使うことがで
きます。ちょっとした話や前もって準備がで
きなかった場合には電話通訳が使われます。
大きな手術が必要になったなど、重要な話を
しないといけない場合には前もって対人の
通訳を予約して病院まで出向いてもらうこと
もあります。

　以 上、アメリカで の医 療 通 訳について述べま
した。

　外来診療、病院、検査などの受診時に通訳が必
要と感じた場合には遠慮なく通訳を頼むようにして
ください。対人の通訳は手配できなくても、電話通
訳などのできる限りの対応をしてくれるはずです。

千葉県出身。聖マリアンナ医科大学卒業。University of Pittsburgh Medical Center Shadyside家庭医学研修、Detroit 
Medical Center/ Wayne State University ホスピス・緩和医学フェローシップ、University of Hawaii 老年医学フェロー 
シップ、および University of Hawaii医学教育フェローシップ修了。2016年よりミシガン大学医学部家庭医学科に所属し、 
Livonia Health Center, Chelsea Retirement Community, 及びミシガン大学病院にて家庭医学、老年医学、緩和医療の 
診療をしています。

筆者プロフィール：
医師　清田礼乃 (きよたあやの) 

ミシガン大学医学部  
家庭医学科助教授

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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無事にミシガン入りしました。今季もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
今月はゴルフトレーニングについてお話ししま
す。フィットネスの専門家によりますと、ゴルフ
のパフォーマンスには、右のピラミッドのよう
に5つの要素があるそうです。メンタルが一番
上にあるのが面白いですが、メンタルもスキ
ルも土台は「フィジカル」です。

 

 

 
無事にミシガン入りしました。今季もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
今月はゴルフトレーニングについてお話しします。フ

ィットネスの専門家によりますと、ゴルフのパフォー

マンスには、右のピラミッドのように 5 つの要素が
あるそうです。メンタルが一番上にあるのが面白いで

すが、メンタルもスキルも土台は「フィジカル」です。 
 
◇ ファンクショナル：広い可動域で、歪みのない整った動きができる機能。 
◇ コーディネーション：思った通りに力を調整できる能力、運動神経。 
◇ カーディオバスキュラー：18ホールを回るだけの有酸素能力、持久力。 
 
ラウンドでは、実に 95％の時間が準備とマネージメントに費やされ、実際にボールを
打つ時間は 5％しかありません。スイング自体は瞬発系の無酸素運動ですが、それ以
外は歩いたり軽く走ったり、といった有酸素運動です。18ホール分の準備だけで疲れ
るようでしたら、少し持久力を鍛えたほうが良さそうです。歩きながら少しずつペー

スを上げ、息が上がってくるぐらいの心拍をキープし、20-30 分歩き続けます。年齢
にもよりますが、30-50 歳で 120-130（拍/分）が目標心拍数です。9 ホールでもいい
ので、歩いてラウンドすると自然と持久力が養われます。 
 
次にストレッチです。椅子さえあればできるゴルフストレッチです。リモートワーク

でコチコチに固まった体をほぐす時にぜひお試しください。まずは飛距離アップのた

めの、側屈と上半身のひねりです。側屈は、倒

して上に来るほうの手首を、反対の手でつかん

で伸ばします。上に来た腕が床と水平になるま

で倒せれば 100点満点です。倒しにくい側があ
れば、よりゆっくり丁寧に伸ばします。上半身

のひねりは、90度を目指しますが 45度回せれ
ば合格です。可動域を上げることでパワーと

上・下半身のリンクを向上させます。捻転が浅

い人は、スイング中に上体が起き上がりやすい、

あるいはアウトサイドーインの軌道になりやすいそうです。 
 

 

 

次は、腰痛防止のためのストレッチです。太ももの裏側と肩甲骨を伸ばして腰を柔ら

かくします。浅く椅子に腰掛けてやってください。 
 
① 一方の足を伸ばし、かかとを立てて、両手で付け根を下に押します。 
② 一方の膝の上にもう片方の足を曲げて乗せ、肘でゆっくり曲げた膝を押下げます。 
③ 前屈して両手でつま先を触ります。 
④ 背中側で両手をつなぎ、伸ばしたまま上へ持ち上げて肩甲骨を絞ります。 
⑤ 前側で両手をつなぎ、前へ押し出すようにして肩甲骨を広げます。 
⑥ 前傾姿勢を作ってみて、腰が大きく反っていないかどうかをチェックします。 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ストレッチは、急にやりすぎると疲労感が出ますし筋を痛める恐れもありますので、

少しずつでも大きく深く動かせるように地道に続けるのが効果的です。次号はラウン

ド直前にオススメの、筋肉を呼び覚ます動的ストレッチをご紹介します。お楽しみに！ 

①  ③  

②  

④  ⑤  ⑥  

◇	 ファンクショナル：広い可動域で、歪みのない整った動きができる機能。
◇	 コーディネーション：思った通りに力を調整できる能力、運動神経。
◇	 カーディオバスキュラー：18ホールを回るだけの有酸素能力、持久力。

ラウンドでは、実に95％の時間が準備とマネージメントに費やされ、実際にボールを
打つ時間は5％しかありません。スイング自体は瞬発系の無酸素運動ですが、それ以外
は歩いたり軽く走ったり、といった有酸素運動です。18ホール分の準備だけで疲れるよ
うでしたら、少し持久力を鍛えたほうが良さそうです。歩きながら少しずつペースを上
げ、息が上がってくるぐらいの心拍をキープし、20-30分歩き続けます。年齢にもよりま
すが、30-50歳で120-130（拍/分）が目標心拍数です。9ホールでもいいので、歩いて
ラウンドすると自然と持久力が養われます。

次にストレッチです。椅子さえあればできるゴルフストレッチです。リモートワークでコ
チコチに固まった体をほぐす時にぜひお試しください。まずは飛距離アップのための、
側屈と上半身のひねりです。側屈は、倒して上に来るほうの手首を、反対の手でつかん
で伸ばします。上に来た腕が床と水平になるまで倒せれば100点満点です。倒しにくい

側があれば、よりゆっくり丁寧に伸ばします。
上半身のひねりは、90度を目指しますが45
度回せれば合格です。可動域を上げることで
パワーと上・下半身のリンクを向上させます。
捻転が浅い人は、スイング中に上体が起き上
がりやすい、あるいはアウトサイドーインの
軌道になりやすいそうです。

次は、腰痛防止のためのストレッチです。太ももの裏側と肩甲骨を伸ばして腰を柔らか
くします。浅く椅子に腰掛けてやってください。
①	 一方の足を伸ばし、かかとを立てて、両手で付け根を下に押します。
②	 一方の膝の上にもう片方の足を曲げて乗せ、肘でゆっくり曲げた膝を押下げます。
③	 前屈して両手でつま先を触ります。
④	 背中側で両手をつなぎ、伸ばしたまま上へ持ち上げて肩甲骨を絞ります。
⑤	 前側で両手をつなぎ、前へ押し出すようにして肩甲骨を広げます。
⑥	 前傾姿勢を作ってみて、腰が大きく反っていないかどうかをチェックします。

ストレッチは、急にやりすぎると疲労感が出ますし筋を痛める恐れもありますので、少
しずつでも大きく深く動かせるように地道に続けるのが効果的です。次号はラウンド直
前にオススメの、筋肉を呼び覚ます動的ストレッチをご紹介します。お楽しみに！

<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中に
ゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。「もっと遠くの、   
狙った場所へ」をモットーに、夏はミシガンでレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

  JAPAN NEWS CLUBJAPAN NEWS CLUB 

紙面広告、ウェブサイト広告、ご希望の場合は
上記のウェブサイトからお問い合わせください。

Japan News Club公式サイトから
Eメール登録すると最新号のお知らせ、その他 

ローカル情報も随時お届けします！
登録はウェブサイトから 

https://www. JapanNewsClub.com

Instagramアカウント 
@japannewsclub

サニーポイント  チャイルドケアセンター

◆  月～金 (7:00am ~ 6:00pm)　   ◆  12週(乳児) ～６才児
◆  半日/１日プログラム（週に半日を３回以上） 
◆  プリスクールとキンダーガーテンあり。
◆  体操、音楽、お話など　　　  ◆  サマーキャンプ開催

(248)
  347-6580

☆ 日本人スタッフがいます。日本語による説明が可能 ☆ 園児募集中！(見学可）

  19149 Fry Rd., Northville, MI 48167
                                          (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)

www.sunnypointe.com

Sunny Pointe 
Child Care Center

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。
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Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

tue-fri:   11:30-14:30, 17:00-21:30  
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

住宅探しのスペシャリスト

* 日・英・中３カ国語堪能
* 日本での滞在経験
* アメリカのＭＢＡ取得

リースと不動産売買 ご相談ください。ローンのご案内も親身に致します。
個人住宅、投資物件の仲介の他、生活情報提供、電気・ガス口座開設、
チューター紹介などのお手伝いもしております。

Cell:  248-767-1343 
zen.chen@remax.net

New Trend
38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331

Office:   248-553-5050

お気軽に日本語でご連絡ください!

Zen Chen 
(ゼン チェン)

  Relocation Specialist

https://www.japannewsclub.com
https://www.sushidenonline.com
mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチLayover ー ゆったりした時間を再び
　350ものブリューワリーが興隆したミ
シガン。この１年で、オープンしたにかか
わらずコロナ禍でドアを閉ざさざるを得
なかったところ、大手ではあるが規模を
縮小せざるを得なかったところも多い。
今回はその中でも“生き残り”、新たな発
展を目指しているアーバンヒルズのBlue 
Skies Breweryを紹介する。
　アーバンヒルズといえば、デトロイト
のNBAチームPistonsが2017年までは本
拠地としていたThe Palace of Auburn 
Hillsを思い浮かべる人もいるかもしれな
い。そこよりもBloomfieldの隣にアーバ
ンヒルズのダウンタウンがある。ダウン
タウンはここ５年ほどで再整備された。
Blue Skies Breweryはそのダウンタウン
の真ん中にある。
　すでにOnsted（Jacksonの西）にブ

リューワリーを構えていたが、アーバン
ヒルズのTap roomは2020年の5月にオー
プン。「オーナーは商用パイロットで、ハ
ンガーで友人たちと自家製ワインを楽し
むところから、“natural progress”—自然
にビールづくりへと変わっていった」と、
いう。「ハンガー」は飛行機を停める倉
庫のこと。このアーバンヒルズへ今でも
Onstedで醸造したビールが届けられる。
「コロナ禍の真っただ中にオープンした
が、生き残れたのはcurbside pick upが
あったから。コミュニティーの協力も大
きい」とフロアー担当のTom。そのピック
アップのメニューで特筆すべきものが、
ホットサンドイッチpanini サンド。６種
類、すべて注文を受けてから作り、それ
ぞれの肉にあったソースはTomが作る。
店内を訪れた時もこのpaniniを楽しん
でいる人たちが多かった。キッチンの大

きさに制限があるが、「まずフロ
アーの規模に左右されないで提
供できるpaniniが受け入れられ
た」という。ビールとワインも合計
20種類近くある。中でもHazy IPA
のNew England IPA ー BSBCで
はネーミングはビールの種類その
ままなのでわかりやすい ーは、フ
ルーティーで、Citraホップの風味
がよく印象に残った。

Blue Skies Brewery - Auburn Hills, MI

（上）New Englandス
タイルのHazy IPA 

（下）1/2ガロンの
Prawler (プラスチック容器）
お持ち帰りにいかが。

　生き残りの次は、とTomに聞くと、店内
に作った「コーヒー・バー（Layover）はあ
と30日すればオープンする」という。Tap 
roomは平日は午後４時から開店だから、
朝７時からコーヒースタンドを開き通勤
前に寄ってもらおう、というアイディアだ。
ファストフード的なコーヒースタンドとは違
う、伝統的なコーヒーを楽しんでもらいた

Blue Skies Brewery - Auburn Hills
3358 Auburn Road,  

Auburn Hills, Michigan 48326
http://blueskiesauburn.com/

　　
ANN ARBOR’S NEW STANDARD
FOR LUXURY APARTMENT LIVING

PREMIUM FINISHES, ATTACHED GARAGES,
CLUB-LEVEL AMENITIES, A DYNAMIC LOCATION

1 & 2 BEDROOM APARTMENTS
2555 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI 48103

734-274-4505
For more information visit

CenterraPointe.com
We have a native Japanese speaker ready to assist you with your lease.

い、という。実際、アーバンヒルズに
はクライスラー・テックセンターがあ
り、これもミシガンに長年住んでいる
方はご存じかもしれないが、Pontiac 
SilverDome（かつてのDetroit Lions
の本拠地で現在はAmazonの物流セ
ンター）からもBSBCはほど近い。アー

＊写真提供―BSBC

（左）外観　(右）Panini　サンドはチーズ、ビーフ、ターキー、ポーク、ハム、ハマスの
６つから選べる。$10＋Great Lakes Potato Chips!＋Great Lakes Potato Chips! 　

バー・チェアーの上に６ftごとに置かれたサイ
ン。これも「過去の遺物」になる日を願う。

バンヒルズの再興とともに新たに移り住
んでくる人も多い。コロナ禍の閉塞感を
破る“natural progress”を続けるBSBCに
新たな希望を感じる。

https://www.centerrapointe.com/
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Family Medicine @ Domino’s Farms 
《 家庭医学科医師 》

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

24 Frank Lloyd Wright Dr. 
Lobby H.  (PO BOX 431)  
Ann Arbor,  MI  48106

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

 日本語 ―日本語は１を押して
ください（               月    ー          金                     8                 時        か    ら    5                時                   ）

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

日日本本語語をを話話すす医医師師のの診診察察をを受受けけらられれまますす。。
日日本本語語をを話話すす看看護護師師にに相相談談ががででききまますす。。

Greater Detroit Budojuku 
合気道  柔道  道場『デトロイト武道塾』開設

　デトロイト武道塾への訪問者は「直心是道場（じきしんこれどうじょう）」の掛物と季節
の花、そして「克己復礼（こっきふくれい）」の掛字に静かに迎えられる。目に映る優しい畳
の翠は気持ちを真摯に落ち着かせてくれ、黙礼し更衣室へと向かう稽古生達は自然と無
駄のない所作を身につけてゆくように思われる。

　I-275号線のFord-Rd出口より約6分の距離にあるこの武道塾には、徐々に会員が増え
活気づいてきている。年齢も背景も多様。道場主の前田氏は、グレーターデトロイトエリア
での長年の合気道仲間であったスィミオン氏と共にこの道場を2020年に設立した。

　合気道は、開祖・植芝盛平翁 (1883～1969) が日本伝統武術の奥義を究め、更に厳し
い精神修行を経て創始した現代武道。世界140か国に160万人とされる合気道人口のう
ち、その最大会派であり開祖の興した合気会の技を、ここ武道塾の合気道部門では丁寧
に指導している。合気道そのものの普及、指導者自身らの原点の技の追求、更に礼法、掃
除、武器の扱い方を含めた正しい日本文化の伝承を目標に、13歳以上一般対象の稽古。
全くの初心者もいれば、10年、20年のブランクを経たという経験者もいて、それぞれのレ
ベルに合わせた無理のない内容での自己鍛錬と向上に、気持ち良い汗を流す。

　柔道部門では、力や勝ち負けに捉われぬ本来の武道としての柔道に重きを置いた指導
で、一般の稽古の他、6歳からのキッズクラスも設けている。可愛らしい男子女子がトライ
アルのクラスに顔を見せ、日本語で数えたり挨拶する姿も微笑ましい。更衣室は二室。清
潔で明るい道場は真正と参加者の評価も高く、現在は州の規制に従いマスク着用などガ
イドラインに沿った稽古が行われている。指導スタッフはこれまで世界各地でのセミナー
やイベントに足を運び心技の向上とネットワーク確立に努めて来ており、近隣の柔道・合
気道道場とも不定期の合同稽古を行うなど親交を深めている。また、エリア外からのビジ
ター稽古も受け入れている。

　自分のために長期のビジョンで何かを始め探求し続けたい方、無理なく怪我なく体を動
かしたい方、まずはe-mailにて連絡ののち、見学へ。希望者には、個人のトレーニングや
教室、イベント向けに、道場の貸し切りも対応している。

日本語OK：gdbudojuku@gmail.com  Website: https://greaterdetroitaikikai.com

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
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Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆

ご予約はノエル・ラング（Noel Leung）まで、
ご希望日時、メニューを簡単な英文で結構ですので、 

Eメールまたはテキストで、 ご連絡ください。
N o e l @ j a s m i n e - s a l o n . c o m
テキストメール: 248-719-0236

  [営業時間]　
  月曜～土曜  9:00am ~ 6:00pm
  [住所] 105 Legato Dr. 
　　　  Walled Lake, MI 48390
 JasmineHairSalon.com
        (料金をご覧いただけます)

日本人のお客様が多く、日本の
カタログ・雑誌よりヘアスタイル
をオーダーできます。 6,7月 9:25am-10:25am; 8月 1:00pm-2:00pm 

 

 
  

 

 

 

●  ESL夏期講習
 

  
 

●夏期キンダーガーテン準備クラス      
火＆木の週２日・$100/月 

 
  

 

info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

248-513-4635 
 

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road 
Novi, MI 48375  

 

基礎英語力の習得に重点を置いた集中 ESL クラス。サイエンス・
クラフトの時間も♪現地校で必要なスキル、話す・聞く・読む・書くを
学びます。10日目にはキャンプでの成果を各自披露する 
プレゼンテーションを行います。 
午前中と午後のプログラムを組み合わせての一日講習も出来ま
す。 

ESL夏期講習五期に渡り開講                  
１期:6/14(月)-6/25(金)       
2期: 7/5(月)-7/16(金)                
3期:7/19(月)-7/30(月)     
4期:8/2(月)-8/13(金)                         

5期: 8/16(月)-8/27(金) 

 

 
☆早割り‼☆         

5/31 までにお申込みで
＄10割引！ 

*各プログラムで教材費 7㌦が別途掛かります。 

 

 
  

 

月〜金 9:05am-12:00pmもしくは 12:30-3:30pm 

 

 
  

 

キンダーガーテン入学準備を目的にした、4才から 5才児対象のクラ
ス。英語での歌、遊び言語を学ぶ事で指示に従う練習をします。 
（時間中、保護者の方は敷地内に留まって頂く事をお願いします。） 

一日講習(午前午後) 

 

 
  

 

＊週 3，週 4日での参加は＄35/半日、$65/一日で可能です。 

 

 
  

 

各期 10日間＄320/期*    ＄624/期

 
  

 

　2021年4月吉日、オハイオ州クリーブ
ランドで満開の桜の下、お花見を楽しん
できました。桜の花は日本人にとって本
当に特別な花。桜前線のニュースを見て
は、固い蕾の時から開花を待ち、蕾が膨
らみはじめたら今か今かと期待し、お花
見のことを考えてワクワクします。

　オハイオ州北東部ではクリーブランド
とアクロンの2か所で、お花見をすること
ができます。クリーブランドには192本の
ソメイヨシノ、アクロンには104本のソメイ
ヨシノと別種の混合の桜の木が植樹され
ています。これらはJANO（ノースイースト
オハイオ日本人会）が1995年より20年以
上に渡って植樹されてきた桜の木です。

アメリカで生活する日本人を受け入れてく
れ、サポートしてくださるアメリカの方々へ
の感謝の気持ちとして植樹プロジェクト
ははじまったそうです。

　若々しい芝のグリーン、ソメイヨシノの
白い花、そして青空のコントラストの美し
い光景。冬の長い寒冷地で、華奢な枝に
見事な花を咲かせてくれる様子に感動し
ます。掲載の写真はクリーブランドのソメ
イヨシノ。クリーブランドの桜並木には、
日本人のみならず、多くのアメリカの方、
そして多様な国籍の方々がお花見に来ら
れています。桜の並木道をずーっと歩く
家族、持ってきた椅子に座りのんびりと
桜を眺める夫婦、そして写真撮影をされ

＃オハイオだより　＃オハイオだより　

ている方々の多いこと！ウェディングドレ
スとスーツのカップル、かわいらしいドレ
スでキメているお子さん、もうすぐ赤ちゃ
んが生まれてくる女性はマタニティフォト
を撮られていました。美しい桜の花が、
地元の人々の憩いの場となり、記念写真
に花を添えているようです。

人々の笑顔と笑い声でいっぱいの桜並
木、そこにいるだけでコロナや生活のスト
レスなどは一気に吹き飛び、心の底から
幸せな気分を味合うことが出来ました。
日本から遠く離れたクリーブランドで、毎
年桜の花が見られることに、そしてJANO
に感謝の気持ちでいっぱいになります。

クリーブランドとアクロンの桜並木、機会
ありましたらどうぞ訪れてみてください。

　クリーブランドより    お花見　レポート

JANOウェブサイト
http://www.janosakura.org

<OH州　桜スポット＞
クリーブランド：
Brookside Reservation
3900 John Nagy Blvd
Cleveland, OH 44144 
入り口から入ってすぐの両側

アクロン：
Towpath trail / 
 Ohio & Erie Canal
300 S Main St
Akron, OH 44308
住所のカナルパーク近く

Text & Photo by Toshiko Steffes

ミシガン州デトロイト市にあるベル・アイル州立公園（Belle Isle Park）の桜が 
4月中〜下旬にかけ満開となりました。愛知県豊田市とデトロイト市は、1960年に
姉妹都市関係を結びましたが、30周年記念の際、豊田市とデトロイト日本商工会
（JBSD)により、その交流と友好のシンボルとして１００本の桜が贈られ、スコッ
ト記念噴水周辺に植樹されました（一度害虫被害で枯れるなどしたが、同市桜再
生プロジェクトで再植樹され現在に至る）。毎年この季節美しく咲き誇る桜スポッ
トが、今回はお隣のオハイオ州にもあるということで、その様子をオハイオ在住の
方にレポートしていただきました。来年新型コロナが落ち着きをみせてくれれば、
ぜひオハイオにも足を伸ばしたいものです。  　　 （JNC)

https://jasminehairsalon.com
http://www.kobylearn.com
http://www.janosakura.org
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　しばらくの間、コロナの話など、心臓と直接関係ないお話ばかりしてきたので、今回
は心臓の話に戻ります。心不全のお話です。
　心不全という言葉は、医療に関係ない方でも、新聞のお悔やみ欄や、テレビの
ニュースで年配の方が亡くなられた原因として、心不全でお亡くなりになりましたと
いうようなことを目にされたり、お聞きになったりしたことがあるのではないでしょう
か？またご家族や親戚の方で、心不全で亡くなられた方がおられるかもしれません。
　心不全というのは、“心臓の機能不全”を短くした言葉であると言っても良いと思い
ます。では、心臓の機能というのは何でしょうか？ それは、血液を他の臓器に送り、
体の隅々にまで行き渡させるためのポンプであると一言で言えると思います。この機
能を果たすために、心臓には４つの部屋（右心房、右心室、左心房、左心室）があり、
それぞれの部屋には、逆流を防ぐための弁が備え付けられています。また、右心房、
右心室と、左心房、左心室とは、隔壁で隔てられており、肺動脈に向かう血流と、大
動脈に向かう血流とが混ざらないようになっています。また、血液を受ける心房が拡
張したのちに収縮して、それぞれの心室に血液を送り込むときに、そのちょうどのタイ
ミングで心室が拡張して血液を受け入れることができるよう、心房と心室は、絶妙な
時間差で拡張と収縮を繰り返しています。これらの機能のいずれもがうまく働いた時
にだけ、心臓の機能が正常に働きます。
　例えば、心筋梗塞や、拡張型心筋症で、心室の収縮機能が損なわれると、心不全
が起きます。４つある弁のどれかが、閉鎖不全や狭

きょうさく
窄を起こしてしまうと心不全とな

ります。何らかの原因で、あるいは、先天的に隔壁に穴が開くと、心不全の原因となり
えます。また、心房と心室の協調した拡張および収縮を乱す不整脈、例えば、心房細
動、心室速脈、高度房室ブロックなどでも心不全が起きます。
　心不全には、急性のものと慢性のものがあります。

急性心不全

　急性心不全は、直ちに生命の危険がある状態ですので、直ちに救急車を呼び、医
療機関で、診察と治療を受けなければなりません。
　急性心不全の原因としては、急性心筋梗塞による急性の心筋壊疽や機能障害によ
る左室不全、乳頭筋破裂や心臓内膜炎による急性僧帽弁不全症、急性大動脈弁不全
症、左室自由壁破裂、心室中隔破裂、心臓タンポナーデ、急性重篤肺塞栓症による
右心不全、心室速脈、心室細動、高度房室ブロック、PEA(心電図ー心室収縮乖離）、
重篤緊張性気胸、血液電解質異常、重篤なアシドーシス、溺水、高度な低酸素症、中
毒、などがあり、これらは、適切な医療機関でのみ治療可能です。急性心不全の多く
は、ショックの状態を伴いますが、ショックの全てが、心臓を原因とするわけではあり
ません。また心不全の全てがショックを伴っているわけでもありません。ショックの
定義は、薬剤治療前の収縮期血圧が９０ミリ以下で、主要臓器に必要な血液がもたら
されず、臓器不全に陥っている場合を言います。
心臓以外のショックの原因としては、重篤な感染症による敗血症によるもの、交通事
故や、高度差を伴う落下などによる重篤な外傷、急速な失血、重度のアレルギー反
応、薬剤・薬物によるもの、アジソン病や、甲状腺機能異常症の急性増悪、糖尿病ケ
トアシドーシス、脱水、熱中症、電解質異常、重症多臓器不全、など、多くの原因があ
ります。ショックも直ちに診断と治療を行わなければ、生命の危険があります。

慢性心不全

　慢性心不全は、急性のものと違い、直ちに生命の危険があるというわけではない
場合がほとんどですが、次第に全身の機能が衰え、少しの活動で息切れがし、夜中
に息が苦しくて目が覚める、窓を開けないと窒息するような気がする、たくさん枕
を使って上半身を起こしておかないと息苦しくて眠れない、足のむくみが取れない、
などの症状があれば、ぜひ、お医者さんに相談されることをお勧めします。慢性心不
全は、原因としては、急性のものと多くはオーバーラップしますが、治療難治性とい
う意味では、むしろ、より厄介なものと言えると思います。昔は、慢性の心不全には、
あまり良い治療薬がなく、利尿剤と安静とが主流でしたが、最近数年の間に、良い
治療法が立て続けに登場し、治療法が見違えるように改善してきています。

治療法

生活習慣の改善
　まず、慢性心不全の治療法としては、もし原因となる生活習慣があれば、それを
取り除くことから始めます。高血圧や糖尿病、貧血や内分泌疾患などがある方は、
それのコントロールが大切です。アルコールをたくさん飲むことは、心筋を弱めさせ
ることがわかっていますので、アルコールは控えてください。塩分を取りすぎると、
体に水が溜まり、血圧も上がりますので、塩分はできる限り最小限に控えてくださ
い。タバコは、心臓や、全身の血管に動脈硬化を促進し、心臓機能を弱め、心筋梗
塞を起こしますので、やめましょう。最近は、電子タバコも出回っているようですが、
タバコはタバコ、電子タバコもお勧めできません。禁煙のためには、チャンチックス
（Chantix)という錠剤がアメリカでは一番有効だと言われています。医師の処方
が必要ですが、禁煙がなかなかできない方は、試してみられると良いと思います。
一時期、この薬は、服用すると自殺などの危険が増強すると言われていたことがあ
りますが、最近のデータでは、その根拠がないことがわかり、精神科のお薬を飲ん
でおられる方も含めて、処方することができます。また、ニコチンの貼付薬もありま
す。肥満は、心臓への負担を増加しますから、減量することが勧められます。昔は、
心不全には安静が勧められましたが、現在では、圧倒的に多くの証拠が、運動療法
が心不全に効果があると結論づけています。それで、体が許す限り、できるだけの
運動を勧めます。長続きすることが大事ですから、別に特別な運動をする必要はあ
りません。歩くだけで良いのです。一日40分から１時間、１週間で5日以上、散歩な
どの有酸素運動をされることをお勧めします。

薬剤治療
　薬剤治療ですが、昔は、利尿剤とジギタリスが主流でした。ジギタリスは、強心剤
と呼ばれていて、私が医学生の頃は、教科書にもそう書いてあり、怪我をしたときに
つける赤チンと同じ様に心臓病にはジギタリスと自動的に処方された時代がありまし
た。ところが、このジギタリスは、副作用が強く、さまざまな不整脈を誘発したため、
そして、大規模無作為治験で偽薬に比べて有意な効果が認められなかったことか
ら、ジギタリスは、しばらくの間、臨床ではあまり使われないお薬となっていました。
ところが最近、心房細動の心拍数コントロールのお薬として臨床に復活してきていま
す。もちろん、昔と比べて、処方する量が低量に抑えられており、副作用も比較的少な
く、血圧の低い心房細動の患者さんには、良い適応だと言えます。血中カリウム値異
常があると、ジギタリス毒性が増しますので、カリウム値のモニターは大事です。
　利尿薬は、余分な水分を体外に出し、鬱血を取り除くという意味では、心不全の
治療に欠かせないお薬ですが、今まで行われた治験で、予後を改善するというデー
タが得られていません。つまり、鬱血を取り除くだけでは、心不全の根本的な治療
とはならないのです。同様に、経静脈薬剤のプリマコールやドブタミン、ドパミンな
どの薬についても、急性の効果は認められても、根本的な予後の改善にはつながら
ず、むしろ長期的予後は悪くなるとの治験結果が出ています。

心不全治療のクワッド（四大柱）となる治療薬登場
　こうして、いよいよ今日、心不全治療のクワッド（四大柱）と言われる治療薬が現
れました。
1. 　最も新顔は、SGLT2阻害剤と言われるお薬です。このお薬は、糖尿病のお薬
として開発されたのですが、その臨床使用承認後のデータ解析により、心不全
を著明に減少させる効果があることがわかり、その後の無作為抽出臨床治験、
DAPA-HF、及び、EMPEROR-Reducedでその効果が追加証明され、現在では、
ダパグリフロジン、エンパグリフロジンという２つのお薬で糖尿病のあるなしに
かかわらず、心不全の発生を低下させ、心不全による入院を減少させ、生命予後
を改善するということが証明されています。これらのお薬は、そのほかに、腎機
能を保護し、血圧を下げ、体重を減少させる、などの効果も認められています。
血中の電解質異常を起こすことがなく、10mgという定量で、用量を変える必要
が無いなどの利点もあります。重篤な腎不全症患者さんや、１型糖尿病の患者
さんには使えません。透析患者さんも禁忌です。

2. 　もう新顔と呼べなくなってきたのが、アンギオテンシン阻害剤及びネプ
リライシン阻害剤の合剤で、米国での商品名はエントレストと呼ばれるも

心臓病治療の最前線
第159回 心不全のお話第159回 心不全のお話
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引越
米国ヤマト運輸

YAMATO TRANSPORT  U.S.A. 
11701 METRO AIRPORT CENTER DR., SUITE 103

ROMULUS, MICHIGAN 48174

TEL: (734) 941-3240   FAX: (734) 941-8848
Email: dttoperat@yamatoamerica.com

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

海外から日本への引越、また国内引越も
安心と信頼のクロネコヤマトにおまかせください。

電話番号：  248-465-4508 （日本語専用）   　248-465-4040 （英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org

http://stjohndoctors.org/providenceobgyn
日本語での診療介助有り

26850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 48374

・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー
・妊娠出産のケア・母親学級及び状報交換会
・ 2016年より、産後の新生児育児サポートクラス
   及び母乳専門看護師による母乳サポートクラス開始

Providence OB/GYN
プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科

サービス内容

ノバイにNew Open!

 月曜-土曜 :  9:00am ~ 8:00pm
日曜 :        10:00am ~ 7:00pm

♢ 子供から大人、家族皆様のヘアカット 
♢ 写真をお持ちください。 どんなヘアスタイルも可能です 
♢ デジタルパーマ、マジックストレートパーマ 
♢ 女性・男性 トータルヘア（各種パーマ・カラーリングも）  

♢ スキンケア、眉マイクロブレーディング
♢ まつ毛エクステンション、メイクアップ
♢ 頭や肩のマッサージ

 24263 Novi Rd. Novi, MI < Hour >

 ファーミントンより

Novi Rd

10 Mile Rd

N.

       Tel. 248-553-2345 または、
   248-773-2281

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）

Seoul Unisex Hair Salon

ヘア以外にも

Japanニュース倶楽部ウェブサイトへの
ウェブ広告も承っております 

https://www. JapanNewsClub.com 

お問い合わせ：japannewsclub@pntrpress.com
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山崎博  循環器専門医    
日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院 
循環器科インターベンション部長
京都大学医学部循環器科臨床教授

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

１９８９年京大医学部卒業。トマスジェファーソン医科大学およびミシガン
大学で循環器科フェローシップ。北九州市小倉記念病院循環器科医長および
部長待遇を経て、現在地にて開業。アメリカ内科専門医、循環器科専門医、
インターヴェンション専門医。サントジョン病院インターヴェンション部
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

ローズビルオフィス（メインオフィス）
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066 
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
血圧、高コレステロール症その他各種心臓病でお悩みの方、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/

Eastside Cardiovascular Medicine, PC
Roseville Office 
25195 Kelly Rd. , Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

のです。このものは、心不全の症状を改善するだけでなく、心不全による入院も
減少させ、生命予後も改善する効果があり、今日の心不全治療の切り札とも言
える治療薬です。このお薬は、血圧を下げる効果もあることから、もともと血圧
が低い患者さんについては、極低量から始めるなど注意が必要です。重篤腎不
全を併発する患者さんに対しては、透析患者さんに使用して有効であったとの
報告もありますが、その場合腎臓専門家の先生とよく相談しながら使用するこ
とが推奨されます。また、高カリウム血症がある患者さんにはそれを増悪する
可能性があるので、それへの対処ができない限り、推奨できません。少し前ま
では、エントレストの代わりに、アンギオテンシン転換酵素阻害剤や、アンギオ
テンシン受容体阻害剤が推奨されており、さまざまな理由、とりわけ経済的な理
由により、エントレストが使用できない場合は、これらを使うことも有効です。 
　また、つい最近、FDAによりエントレストの適応が拡大されて、心不全の患者さん
で、左室駆出率が、少しでも“正常以下”である人には使用を勧めるというふうに拡大
されました。これは今まで、HFpEF、左室機能が“正常”なのに心不全があると分類さ
れてきた、多くの患者さんに対して、有効な治療法が見つかったということになりま
す。これは、PARAGON-HFという臨床治験の結果です。
3. 　3番目の柱は、鉱質コルチコイド阻害剤と言われるものです。昔から使われてきた
アルダクトンというお薬と、最近開発されたエプレリノンというお薬があります。前者
は、副作用としてホルモン作用により、男性の乳房痛及び肥大を起こすことがあり、
その様な場合は、後者を勧めます。ミシガン大学のバートマンピット先生らにより、
1999年に発表された、RALES という無差別抽出無作為臨床治験により、心不全治
療において、偽薬と比べて前者の有用性が確認されました。同じくピット先生のグ
ループは、2003年にも、今度は後者の薬を使い、心筋梗塞後に左室機能低下を伴っ
た患者さんのグループにおいて偽薬と比べて後者が生命予後及び心不全予後に有
意な改善をみたとの臨床治験結果、EPHESUSを発表しています。このクラスのお薬
は、その原理上、高カリウム血症を起こす危険があり、注意が必要です。

4. 　4番目の柱は、ベータブロッカーと言われるお薬です。このお薬は、心臓の治療薬
としては、最も古くから使われてきたお薬の一つですが、私にとっては、一番謎のお
薬でもあります。そもそも、なぜこのお薬が心不全に効果があるのか、不明なとこ
ろが多くあります。一番よくわからないのは、全てのベータブロッカーが心不全に効
くわけではなく、たくさんあるベータブロッカーのうちで、カルベジロール、メトプロ
ロールサクシネート、ビソプロロールの3種だけが心不全の予後を改善すると言われ

ていることです。私にとっては、なぜ他のベータブロッカーが効かないのか、特にメト
プロロールサクシネートの兄弟分であるメトプロロールタートレートがなぜ効かない
のか、がよくわかりません。歴史的には、カーベジロールとメトプロロールタートレー
トを直接比較したコメット治験というのが2003年に発表されて、その中で前者の方
が有意に有効であったということで、後者は心不全の薬としては推奨されないという
ことになった経過があるようですが、私の中では、いまだに釈然としていません。と
もかく、高血圧や速脈の薬としてベータブロッカーを使うことはよくありますので、そ
の点では問題ないのですが、心不全の薬としてベータブロッカーを使うときには、い
つも何かモヤモヤした気分が残ります。

　
　これまで述べた生活習慣の改善や薬剤治療でも効かない場合は、埋め込み式左室補
助機（LVAD)や、心臓移植を考えることになります。
　また、つい最近、ベリシグアット(Vericiguat)、グアニン酸環状化促進酵素(sGC, soluble 
guanylate cyclase stimulator) というお薬が今年3月にFDAから心不全の薬として承認
されました。このものは、サイクリックGMPというものの濃度を上げる薬で、動脈の平滑筋
を弛緩させ、末梢動脈を拡張させる効果があり、約1年後のフォローアップで、心不全の予
後改善効果があることがVICTORIA治験で証明されました。
　このように、心不全治療の領域では、次 と々新しい治療法が開発されており、一昔前、
動物実験で有効そうに見えた薬が、次 と々承認されては、臨床から消えていった状況から
見ると、隔世の感があります。侵襲的な治療法の領域においても、インペラという循環補
助装置が最近頻繁に使われるようになり、まだまだ治療法の革新は続きそうです。安全
で、かつ有効な治療法を目指す旅は、今日も休むことなく続いています。

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
https://www.JapanNewsClub.com 
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2021年シーズン開幕！4月月例会 優勝  長島さん 
　待ちに待った春の到来に合わせて、2021
年ミシガン会のシーズンが開幕しました。
本年度初回大会となる4月月例会では初参
加11名を含む、過去最多の総勢58名にエン
トリーいただき、華々しい雰囲気の中、 
スタートを迎えることができました。

　昨年同様コロナ禍での開催となり、開
幕に先立ち、小山会長より、参加者全員
の安全と健康を最優先とし、気持ち良く
プレーを完了することを目標とする、との 
宣誓がありました。

　本年度よりショットガンスタートに変更
になり、細部にわたる説明を実施、また大
会ルールについても、簡潔にまとめたルー
ルブックを作成の上、エチケットリーダー
に配布しました。和やかな雰囲気の中に
も、トーナメント戦という緊張感を持って
プレーいただくための施策として導入しま
した。

　本年度最初のチャンピオンとなったの
は、長島さん。
本人はハンディが刷新されたおかげと謙遜

されていましたが、同組メンバー曰く、特に
ドライバーが好調で、曲がった球は無かっ
たとのコメントがありました。堂々唯一の
Net60台で栄冠を手にされました。

　2位はSMCの大井さん。
抜群の安定感でベスグロ賞も獲得されま
した。同組メンバーで励まし合い、目標を
立ててラウンドが出来た事、何よりチーム
力を称えるコメントが印象的でした。
　

　3位は菅野さん。
集中力を切らすことなく、1ホールずつ大
切にプレーしたことがいい結果につながっ
たようです。

　本年も多くのスポンサーに支えられて
開催まで漕ぎつけることができました。
協賛いただきました方々には重ねて御礼
申し上げます。

　次月開催は5/16（日）となります。皆さ
まの多数のご参加お待ちしております！

ドラコン賞（男性）
#8     Hiroki Itoh (Individual)
#17     Mitch Oda (Individual)
ドラコン賞（女性）
#8      Keiko Isomura (KDDI)
#17     Keiko Isomura (KDDI)
ニアピン賞
#3  Tony Yaoita (BDO USA)
#6  Kyosuke Nakamura (Yaskawa)
#12  Jun Okada (Sumitomo Corp)
#14  Mitch Oda (Individual)
ベスグロ賞
84  Matt Oi (SMC Corp)

～ 今月の上位入賞者 ～
優勝 長島さん

www.michigan-kai.com

　ゴルフレッスンが再開して気付かされることがあります。
　「ゴルフっていいなぁ〜」っていうことです。
　ゴルフを通じて人と出会い、ゴルフという共通言語で仲良くなったり、口論した
り。たかがゴルフが人との繋がりをサポートしてくれる。最高なゲームです。ゴルフ場
での自分の練習も再開しました。すべてのクラブにおいて飛距離が伸びました。練
習もあまりできていないのになぜ？
　去年から始めた自宅、車、お買い物の感染対策の消毒を今もしています。アル
コールスプレーを使用しているのですが、これが握力トレーニングになっていたよ
うです。実際10kg程握力もつきました。どのくらい伸びたかというと、クラブ２本
分(15〜25ヤード)プレイの幅が広がります。是非皆様もマメに消毒してみてくださ
い（笑）。
　その他にお勧めしている日常でできる運動は、「背伸び」です。両足のカカトを
上げるだけです。それを10回3〜5セット。
　これは膝から下の筋力、安定感を育てます。下半身のバランスは膝下がベース
になっています。そこが弱っていると、せっかくいいスイングをしているのに下半
身のバランスの悪さでミスショットをしてしまいます。仕事中でも家にいる時でも
できるトレーニングです。是非日常の癖として取り入れてみてください。
　ミシガン州のコロナ感染状況が更に悪化しています。ゴルフ場も徹底して感染
対策をしております。私のレッスンも屋外のみとさせていただいておりますので
みんなで頑張りましょう！

お知らせです！
ミシガン会の会員様は5月中はゴルフレッスン20%OFF（女性は40%OFF）なので

是非ご参加ください。私のＨＰにリンクを貼っておきます。

SSttaannddaarrdd  GGoollff   

<プロフィール＞ 長倉力也
Standard Golf Clubを設立し、アメリカ中西部を中心にゴルフレッスンを
提供。Mastersを始めPGA Tour, LPGA Tourなどの世界トップの試合を年
に数十ラウンドを視察し、これらツアーの最前線でツアープロのスイング
を生で分析しレッスンに取り込むのが特徴的。Standard Golf Club創設 
5年で約1,500名をレッスン。世界最大PGA Merchandise Show にも毎年
参加。新商品ゴルフグッズを一早く研究する。
Email: info@standardgolfclub.com　　 　Web: www.standardgolfclub.com 

順順位位 Last Name First Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET
1 Kitagawara Taiki Shinano Kenshi 40 43 83 15 68
2 Ide Yuzo ROHM 44 44 88 18 70
3 Mizusawa Hank Nissan North America, Inc. 39 44 83 11 72
4 Ito Hiroki individual 49 48 97 25 72
5 Mizusawa Junko Individual 50 54 104 32 72
6 Goto Atsuhiko Univance America 44 50 94 21 73
7 Kida Shuji individual 44 50 94 20 74
8 Yamaguchi Taichi DENSO International America, Inc. 51 44 95 21 74
9 Morioka Yasuhiro BASF 45 41 86 11 75
10 Kikuchi Mike Individual 44 43 87 12 75
11 Sumida Tetsuya ROHM 55 56 111 36 75
12 Yamada Masami Individual 46 47 93 17 76
13 Komura Tadahiro Teijin 47 49 96 20 76
14 Harada Naoyuki Sumitomo Bakelite 51 49 100 24 76
15 Hayashi Yasu Nissan North America, Inc. 41 43 84 7 77

http://www.gvtech.com
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■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

募集支店：　ヤマト運輸デトロイト店
業務内容：　引越現場スタッフ
              （リロケーションコーディネーター）
募集条件：　米国就労ビザお持ちの方
                       （永住権、市民権、OPT等）
　　　　　　経験は問いません。
保険、401Ｋ制度、有給休暇等有り
応募先  ：  望月まで　　
    電話番号　（７３４）９４１－３２４０
　ファックス  （７３４）９４１－８８４８
　s m o c h i z u k i @ y a m a t o a m e r i c a . c o m
.......................................................................

求人
CLASSIFIED ADS.CLASSIFIED ADS.

クラシファイド広告の掲載について

For information about placing a free or business classified ad For information about placing a free or business classified ad 
on Japan News Club, please contact by phone or email.on Japan News Club, please contact by phone or email.

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC はクラシファイド広告の掲載内容、内容の正確性・信用性及び内容によって起因する損害については
一切の責任を負いません。
※広告原稿を郵送、電子メールもしくはウェブサイトコンタクトよりお送りください。掲載内容に記入漏れや不備が
確認された場合、掲載されない場合がございます。また、内容によっては掲載をお断りする場合がございますの
で、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よりご確認の連絡を致します。数日経っても弊社からの返答が無い場合は、お手数
ですが、お問い合わせください。
※お支払いはチェックで承ります。郵送でのお申し込みの場合はお支払いを同封した上で弊社までお送りください。Eメー
ルの場合はお申し込み後の１週間以内にお支払いください。
※お申し込みの締切は、掲載希望号の前月２５日必着です。
※キャンセルはお申し込みの締切日迄とさせていただきます。それ以降はキャンセルされても返金されませんの
で、ご了承ください。

□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
  本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 有料クラシファイド広告　１回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。

□ カテゴリー
・仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５

□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。
・広告原稿は郵送、Eメールで。
　お支払いはお申し込み１週間以内に
　下記までお送りください。

□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub
　　　　　@pntrpress.com

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着２５日必着

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

滋賀県出身の方、滋賀県にゆかりのある方、
懐かしい地元のことを話に集まりませんか。
滋賀弁が話せない人も大歓迎です。
●問い合わせ先
shigaken@msu.edu ５１７－２０４－２６００

■  JSDウィメンズクラブ会員募集

同好会（コーラス・ブリッジ）や乳幼児サーク
ル、日本文化紹介ボランティア活動等に参加
して、ミシガン生活を充実させましょう！
http://www.jsdwomensclub.org/

■  天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

当 地 で も ふ るさと 会 が 発 足し定 期 的 に食
事 会、情 報 交 換 会を行 います。お 気 軽 にご
参 加くだ さ い 。お 道 の 方 も 大 歓 迎 で す。 
問い合わせ先：tenri.skylarkhills@gmail.com
または、734-660-2028 

団体・グループ

............................................................................................
...........................................................................................

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

ミシガン州運転免許取得時に提出が必要な
日本の運転免許証や戸籍の英訳を２日以内に
致します。詳しくは、まりこ又はスーまで日本
語でお問い合わせ下さい。リンガ・サイエンス
 または  (734) 930-1553
www.linguascience.com/ja/licenses
.................................................................................

サービス

■ デトロイト岐阜県人会会員募集

岐阜県に関する情報のメール配信、会員が集
まる食事会の開催などを行っています。岐阜
県出身の方や岐阜県にゆかりのある方、一緒
にふるさと談義をしましょう。
●  問い合わせ先 
gifu@ujeec.org   248-346-3818 

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

あなたも日本の伝統的武道の世界を体験しま
せんか？日本の中学校では体育の授業で武道
が必修となります。無料体験入門もできます
ので、お気軽にお問い合わせください。
E-mail：detroitkendo dojo@gmai l .com
 

クラス・稽古
■デトロイト武道塾　ー初心者も歓迎

合気道（合気会）一般・柔道は６歳から
清潔な畳の道場での気持ち良い稽古
https://greaterdetroitaik ikai.com
個人稽古や教室、行事への貸し切りも対応
日本語OK： gdbudojuku@gmail .com
.................................................................................

............................................................................................

■ 信頼できる保険、ファーマース保険

車、家、ビジネス、生命保険のエージェント。
ベストを尽くすエージェントのジョアンにお
気軽にご相談下さい。お問合わせ : TEL 248-
758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン) 
Eメール : jhan@farmersagent.com 

■ 保育園 ティーチング アシスタント （TA) 募集 

ノースビルで定評あるサニーポイントチャイル
ドケアセンターが日本語を話すTAを募集中。 
半日orフルデイポジション。保育に熱意を持
っている方で 米国就 労可能ビザ 要。英 語は
簡単なコミュニケーション力で可。保育、教
育現場経験者が好ましいが、トレーニングあ
り。履歴書、コンタクト情報は下記まで。

s u n n y p o i n t e c c @ y a h o o . c o m

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 情 報  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 情 報  
(4/25/2021時点）

◆ ミ シ ガ ン 州◆ ミ シ ガ ン 州

MI州では、保健局長官による非常事態命令（emergency order）によ
り、屋内及び屋外での集まりに制限が課されています。4月19日（月）

から5月24日（月）までの間における主な制限は以下のとおりです。

• 住居屋内での集まりは3世帯15人まで。
• 住居屋外での集まりは50人まで。
• 住居以外の施設での屋内の集まりは25人まで。
• 住居以外の施設での屋外の集まりは300人まで。
• レストランやバーでの飲食（イートイン）は、全客席数の50％の収容率

で、人数は最大100人まで。1テーブル6人まで（テーブル間は6フィー
トの社会的距離を保つ）。午後11時以降のイートインは不可。

また、引き続き、マスク等の着用、ソーシャル・ディスタンシングの保持、手洗い
の励行を求めています。なお、4月26日からマスク着用の例外が2歳未満になり
ます。詳細につきましては、以下のリンクでご確認ください。
【ミシガン州非常事態命令】
　　　　　

◆ オ ハ イ オ 州◆ オ ハ イ オ 州

OH州では、引き続き、非常事態宣言が発出されています。保健局長官
命令により、現在、11人以上の集まりは認められていません。また、

住居以外の屋内スペースや、屋外で人との間隔が十分に保てない際に、マスクの
着用が義務づけられています。
なお、2月11日午後12時01分まで有効であった夜間の外出に関する制限は解
除されました。

その他、ミシガン州及びオハイオ州では、郡及び市レベル等においても、新型
コロナウイルスに関する各種措置を発令している場合がありますので、在留邦
人の皆さまにおかれましては、お住まいの地域及び関係のある地域の情報につ
き、それぞれの自治体等が発出する情報をご確認頂き、引き続き最新情報の把
握に努めていただけるようお願いいたします。

ミシガン州内の感染状況一覧
　　　　　▶︎　https://www.michigan.gov/coronavirus/
オハイオ州内の感染警告レベル一覧
　　　　　▶︎　https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ 
          public-health-advisory-system

出典：外務省ホームページ（在デトロイト日本国総領事館HP) 
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

▶︎　https://www.michigan.gov/coronavirus/
0,9753,7-406-98158-553395--,00.html

............................................................................................

https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://www.michigan.gov/coronavirus/ 
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/public-health-advisory-system 
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/public-health-advisory-system 
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-553395--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-553395--,00.html
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コミュニティー情報

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

Phone: (248)513-4635, E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com

コービー・ラーニング・グループ 
夏期ESL講習 

早割キャンペーン
5月31日までにお申込みで10㌦割引！

夏期講習の詳細は当校ウェブサイトをご覧ください。

＊現在開講中の大人向け子供向けクラスでは
随時、無料相談および無料体験クラス受付中！

参加ご希望の方は下記連絡先へお申込みください。

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

Phone :(248)513-4635, E-mail:info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

 

 
 Koby Learning Group 

夏夏期期 ESL講講習習 
早早割割キキャャンンペペーーンン 

 
5月月 31日日ままででににおお申申込込みみでで 10㌦㌦割割引引！！ 

夏夏期期講講習習のの詳詳細細はは当当校校ウウェェブブササイイトトををごご覧覧くくだだささいい。。 
 
 

＊＊現現在在開開講講中中のの大大人人向向けけ子子供供向向けけククララススでではは 
随随時時、、無無料料相相談談おおよよびび無無料料体体験験ククララスス受受付付中中！！ 

参参加加ごご希希望望のの方方はは下下記記連連絡絡先先へへおお申申込込みみくくだだささいい。。 
 

菊地ベルトラン慶子歯科
Dr. Keiko Kikuchi De Beltran, DDS. PC

日本大学小児歯科卒業　ミシガン大学で歯科資格を取得

お子様から大人の方に歯科治療をいたします。
平日お忙しい方のために、
土曜日も診察しております。

診察曜日：　金・土
時間：　10:00am〜8:00pm

住所：　
21580 Novi Road, Suite 100
Novi, MI 48375

電話：　(248) 767 - 7117
ご予約は日本語で承ります。

Dr. Moon J. Pak  248-656-0177

一般内科、身体検査、諸健康問い合わせ
会社負担の社員定期健診

アメリカ人と日本人の体質は違います。ドクター・パクはミシガンで
日本人の身体の立場にたって日本語による診療を長年行なっています。

学歴	 韓国延世医大卒業　（M.	D.)	
	 ミネソタ大学医学博士　(Ph.	D.)(心臓生理）
	 オークランド大学生理学教授
臨床修習 Henry Ford Hospital, William Beaumont Hospital

日本語を話す内科医

811 Oakwood, Suite 201, Rochester, MI 48307

2021年卒業生のみなさん！

ご卒業おめでとうございます！
卒業記念にJapan News Club プリント版 or ウェブサイト
に卒業生の写真を掲載しませんか？掲載無料です。 
卒業生氏名・卒業校・Senior Quotes (あれば）に写真を
添えて下記Eメールまでお送りください。（締切 6/15) 
  japannewsclub@pntrpress.comまで

Hinoki Foundation 
「ひのきオンライントーク」オンラインサービス

＜無料＞
　　日本語・英語バイリンガル教育を推進するHinoki-Foundation
は、Zoom等のオンライン会議ツールを使ってネイティブ（日・英
語）と対話ができるプログラムを実施中。　日本語・英語力をアッ
プしたい方、住んでいる場所を問わず参加可能。

対象学年は小学校３年生から高校１年生
新学期は5月6日から！

詳細はこちら： 

https://hinokifoundation.org/program_support.html 

https://nipponexpressusa.com/
mailto:japannewsclub%40pntrpress.com?subject=
https://hinokifoundation.org/program_support.html 
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ミシガン会 2021 年度  

   会員募集 
ミシガン会は、⽇本⼈を中⼼とした会員で結成され、ゴルフを純粋に楽しみなが

ら会員同⼠の親睦を深めるミシガン伝統のゴルフリーグです。 

ミシガン会では、2021 年度の会員を募集しております。⾶ばし屋さん、ゴルフ

を楽しみたい⽅、ゴルフ仲間を探しておられる⽅も是⾮ご⼊会下さい︕    

＜2021 年度スケジュール＞  

 4/25(Sun) 5/16(Sun)  6/6(Sun) 

7/18(Sun) 8/15(Sun)  9/5(Sun)  10/3(Sun)  

＊ ミシガン会は⽉ 1 回、⽇曜⽇の午後開催です︕ 

＊ 毎回のコンペ参加申し込み締切りは１０⽇間前の⽊曜⽇ 

＜開催会場＞ Golden Fox Golf Club  

http://www.foxhills.com/golden-fox.html   

＜申し込み先＞ ミシガン会 Website 参照の上、申し込み願います。 

http://www.michigan-kai.com 

＜協賛企業様＞ミシガン会の活動にご賛同頂ける協賛企業様も⼤募集中です。 

  （領収書も発⾏可能です） 

ご質問等はお気軽にどうぞ。  

⼩⼭: akio.koyama27@gmai.com  

   ⾼⽥: takada@kyosha.com                 ミシガン会 会⻑ ⼩⼭ 

22002211年年度度日日程程 ココーースス
55//11 ((土土)) EEaaggllee  EEyyee
55//2299  ((土土)) RRaattttllee RRuunn
66//1122 ((土土)) HHuunntteerrss RRiiddggee
66//2266  ((土土)) LLeeggaaccyy
77//1177  ((土土)) CCaallddeerroonnee
88//77    ((土土)) GGrreeyyssttoonnee
88//2211  ((土土)) SSppiinn--ooffff ((SSoolliittuuddee LLiinnkkss))
99//1188 ((土土)) TTiimmbbeerr TTrraaccee
1100//22  ((土土)) SShheepphheerrdd’’ss  HHoollllooww

シシカカゴゴ会会メメンンババーー募募集集
シシカカゴゴ会会ととはは??

そそのの昔昔、、シシカカゴゴ在在住住のの諸諸先先輩輩方方ががミミシシガガンンへへ移移住住ししたた際際にに発発足足ししたた、、ゴゴルルフフ好好ききのの
集集ままりりででシシカカゴゴ会会でですす。。そそのの歴歴史史はは、、既既にに3300年年以以上上でですす。。

・・NNoovvii近近辺辺かからら11時時間間程程度度とと少少々々遠遠いいけけどど穴穴場場・・面面白白いいココーーススでで、、年年88回回ののHHCC戦戦
をを行行いいまますす。。
・・参参加加者者のの平平均均ススココアアはは9955程程度度でですすののでで、、おお気気軽軽ににごご参参加加下下ささいい。。
・・月月例例会会優優勝勝者者ににはは、、素素敵敵ななトトロロフフィィーーをを進進呈呈、、飛飛びび賞賞、、ニニアアピピンン・・ドドララココンン賞賞等等もも
あありりまますす。。最最終終回回ににはは、、年年間間ググララチチャャンンもも決決定定!!
・・参参加加賞賞・・ババーーデディィーー賞賞含含めめたた各各賞賞ににははポポイインントトをを進進呈呈しし、、年年末末ににはは((シシカカゴゴ会会

オオリリジジナナルルググッッズズ等等ととのの))ポポイインントト交交換換会会をを兼兼ねねたた忘忘年年会会もも開開催催ししてていいまますす。。

シシカカゴゴ会会ででゴゴルルフフ友友達達のの輪輪をを拡拡げげまませせんんかか??女女性性ププレレイイヤヤーーもも歓歓迎迎でですす。。
取取りり敢敢ええずずののゲゲスストト参参加加もも歓歓迎迎ししまますす。。おお気気軽軽にに参参加加ししてて下下ささいい。。

会会費費
年年会会費費 ::$$6600
月月例例会会費費::$$6600~~$$9900 ((開開催催ココーーススにによよりり異異ななりりまますす))

連連絡絡先先
HHPP ::hhttttpp::////cchhiiccaaggookkaaii..ccoomm
おお問問いい合合わわせせ ::iinnffoo@@cchhiiccaaggookkaaii..ccoomm おお気気軽軽ににメメーールル下下ささいい。。

248-542-4314 (英語ライン）
clinic@aiellogroup.org
(日本語で返信致します）
http://www.aielloglobal.org

ミシガン&オハイオ州  日本庭園 リスト
　ミシガン州、オハイオ州の日本庭園が今シーズ
ンオープンしました。お出かけの際は、引き続き、
マスク着用の上、まわりと距離を取り安全にお楽
しみください。。

　現在、新型コロナ対策で、それぞれの入場時に何
らかの規制があります。訪問前にご確認をお勧め
します。

MI 州
 
1. 　Meijer Gardens & Sculpture Park   - DeVos Japanese Garden 

1000 East Beltline Ave NE, Grand Rapids, MI 49525
https://www.meijergardens.org/

2.　 Japanese Cultural Center in Saginaw 
    - Tokushima-Saginaw Friendship Garden  

527 Ezra Rust Dr, Saginaw, MI 48601
http://japaneseculturalcenter.org/

3.　  Cranbrook Educational Community - Japanese Garden 
1342 East Commerce Rd, Commerce Twp, MI 48382
https://www.longsorchard.com/

OH 州
4. 　 Cleveland Botanical Garden in Kirtland

11030 East Blvd, Cleveland, OH 44106
https://holdenfg.org/cleveland-botanical-garden

5. 　 The Dawes Arboretum 
7770 Jacksontown Rd., SE, Newark, OH 43056
https://dawesarb.org/

6. 　Schedel Arboretum & Gardens in Elmore
19255 West Portage River South Rd, Elmore, OH 43416
https://www.schedel-gardens.org/

※　コロナ対策による入場制限あり。営業時間等に関しては変更がある場合もあるため 確認してから出発を。

http://www.michigan-kai.com
http://chicagokai.com/
http://www.aielloglobal.org
https://www.meijergardens.org/
http://japaneseculturalcenter.org/ 
https://www.longsorchard.com/ 
https://holdenfg.org/cleveland-botanical-garden
https://dawesarb.org/
https://www.schedel-gardens.org/
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●  経験豊富なドクターが診療に当たります。
● 　 フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が
　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。
● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。
● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

BRIAN H. ANDRESS D.D.S.
DANIEL J. HAMMAKER D.D.S., M.S.
KEN R. MARRIOTT D.D.S., F.I.C.O.I.
SHANNON L.YOUNG D.D.S.

ドクターと日本人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

月～木	 8am ~ 8p m
金　	 8am ~ 5 p m
土	 8am ~ 1 p m
             （夏期 8am-12pm)

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

受付時間

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375

                   　　　日本語ライン (248) 471-3321
www.novidentists .com

ノバイ ファミリー歯科医院
DENTISTS
Novi

(248) 442-0400   

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

TEL:  248-626-8700
FAX:  248-626-4572
携帯:  248-705-9833

 E-mail：meiwei888@gmail.com

20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。
いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

ダウンタウンFranklin Village
13 mile Rd.と14 mile Rd.の間

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

Sanpei

伝統の味とサービスをお届けします
★日本の生ビールあります！★

(アサヒ・キリン・サッポロ）

43327 Joy Road, Canton MI 48187Tel: (734) 416-9605

Mon - Fri   11:30 am -   2:00 pm
                      5:00 pm - 10:00 pm 
Sat / Sun      5:00 pm - 10:00 pm
＊ナショナルホリデーのみ閉店 Ann Arbor Road

Joy Road

Ford Road
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Sanpei

https://www.novidentists.com/
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
http://www.lazarspinalcare.com

